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資料１ 名古屋港新基本構想検討の趣旨と全体スケジュール 

資料１ 名古屋港新基本構想検討の趣旨と検討体制・全体スケジュール 
 
１．検討の趣旨 

名古屋港においては、長期的な視点から名古屋港が進むべき方向や果たすべき役割を明

らかにした将来像を示すため、概ね30年先を目標年次とする長期構想として、1988年（昭

和63年）に「名古屋港基本構想」を策定した。その後、社会環境の変化等を踏まえ、1999
年（平成11年）に「名古屋港基本構想フォローアップ」を策定した。 
近年、少子高齢化の急速な進行、経済のグローバル化、中国等の著しい経済成長、循環

型社会構築や地球温暖化対策への要請等、社会・経済情勢には世界規模・時代規模の変化

がみられることから、これに対応するため、わが国では社会経済全般にわたる構造改革や

さまざまな取り組みが推進されている。 
名古屋港では、こうした新たな時代の趨勢に適切に対応するとともに、わが国港湾の国

際競争力の強化に向けたスーパー中枢港湾等の取り組み、中部国際空港の開港といった名

古屋港を取り巻く状況の変化を踏まえながら、名古屋港に求められる要請の変化・多様化

に的確に応えていく必要がある。 
その際には、社会経済の構造改革と同様、港湾においても、その管理運営のあり方も含

めた変革が必要である。また、港湾をはじめとする社会資本に関する各種構想・計画の策

定・実施にあたっては、市民参加が不可欠となっていることから、名古屋港をより市民と

近づけるためにも、早急に対応していくことが必要となっている。加えて、厳しい財政状

況の下で、歴史的・文化的資源や港湾施設など既存ストックの見直しと活用・適切な維持

管理といった多様な課題や視点を踏まえた今後の名古屋港のあり方に関わる検討の時期に

あると考えられる。 
こうした背景を踏まえ、名古屋港新基本構想を策定することが必要と考え、その趣旨と

して、 
＊ 現行基本構想における記述内容の点検・検証を行った上で、時代潮流の変化に対応

した名古屋港のあり方を検討すること 
＊ 地域住民にわかりやすく開かれた港湾行政を推進していくこと 
＊ 名古屋港のこれからを示す総合的な将来ビジョンに加え、独自性をもった戦略的・

重点的な政策の方向性を示すこと 
＊ 具体的な施策等の展開方法は、個々の計画へ委ねる一方、将来に向けた名古屋港の

めざす方向、基本姿勢（スタンス）、存在意義を明確化し、それをメッセージとして

幅広い発信・浸透に努めること 
が重要となっている。 
以上を踏まえ、「現在から概ね20年先に向けた名古屋港の指針を示すとともに、めざすべ

き将来イメージ（姿）を明らかにし、利用者や関係者、住民をはじめさまざまな主体で共

有するもの」として、名古屋港新基本構想を策定する。 
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２．検討体制と全体スケジュール 

 

＜平成 17 年度＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

＜平成 18 年度＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

名古屋港新基本構想（原案）の作成 

 
 
 
 名古屋港新基本構想（案）の作成  

 

事前検討・意見収集

 

名古屋港新基本構想検討有識者懇談会 

＊学識者、国、経済団体、港湾管理者で構成 

名古屋港新基本構想検討関係行政機関会議 

＊学識者、国、関係自治体、港湾管理者で構成

第２回パブリック・インボルブメント

企業

第１回パブリック・インボルブメント

＊住民・来訪者アンケート調査 

名古屋港利用企業、立地企業等への

アンケート・ヒアリング 
文献調査

住民 

関係行政機関有識者 

名古屋港新基本構想（案）の作成

名古屋港新基本構想検討委員会 

＊学識者、国、関係自治体、経済団体、利

用者（関係団体、企業）、ＮＰＯ、港湾管

理者で構成 
＊３回程度開催予定 

名古屋港新基本構想検討委員会地域研究会

＊学識者、国、関係自治体、利用者、住民、

ＮＰＯ、港湾管理者で構成 
＊３回程度開催予定 

＊パブリックコメントの実施 
＊シンポジウム・港内見学会等の開催
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資料３ 平成 18 年度の検討内容・スケジュール 

資料２ 平成 18 年度の検討内容・検討体制・スケジュール 
 

１．検討内容 

(１)名古屋港新基本構想（原案）の検討 

 名古屋港新基本構想の基本理念や現在から将来に向けた施策展開（ハード・ソフト両面

の施策）の方向性について検討を行うとともに、名古屋港の将来に向けた空間利用のゾー

ニングを行う。 
 以上の検討結果をもとに「名古屋港新基本構想（原案）」を取りまとめる。その際、内容・

構成・体裁等を含めて 終案に近い「本編」を、住民にわかりやすい形で取りまとめると

ともに、(２)に示すパブリック・インボルブメントの資料として活用するため、概要版（リ

ーフレット）を作成する。 

 
(２)第２回パブリック・インボルブメントの実施 

①シンポジウム・港内見学会の開催 

 名古屋港自体や名古屋港新基本構想に対する認知度を向上させ、住民の理解と協力を得

るための場として、シンポジウムと港内見学会を開催する。 
 シンポジウムについては、名古屋港新基本構想についての認知度を高め、「名古屋港新基

本構想（原案）」に対する意見を収集することを目的とする。 
 また、シンポジウムと併せて、港内見学会を開催することで、港湾の機能を実感するな

ど、住民の一層の理解促進のための取り組みを行う。 

 
②パブリックコメントの実施 

 シンポジウムや自治体の広報等による意識喚起を図った上で、インターネットおよびリ

ーフレット等を通じて「名古屋港新基本構想（原案）」を住民に公開し、パブリックコメン

ト形式によって住民の意見を収集する。また、パブリックコメントにおいて収集された主

な意見とその対応方針についても、インターネット・広報等を通じて公表する。 

 
(３)名古屋港新基本構想（案）の作成 

 第２回パブリック・インボルブメントの結果を踏まえて「名古屋港新基本構想（原案）」

に加筆・修正を行い、「現在から概ね20年先に向けた名古屋港の指針を示すとともに、めざ

すべき将来イメージを明らかにし、利用者や関係者、住民をはじめさまざまな主体で共有

するもの」として、「名古屋港新基本構想（案）」を取りまとめる。 
 なお、「名古屋港新基本構想」は、本検討において取りまとめた案に基づき、名古屋港管

理組合が策定する。 
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２．検討体制 

 平成 18 年度の検討においては、「名古屋港新基本構想検討委員会」および「名古屋港新

基本構想検討委員会地域研究会」を設置し、それぞれ３回程度開催する。 
「名古屋港新基本構想検討委員会」は、学識者、国、関係自治体、経済団体、利用者（関

係団体、企業）、ＮＰＯ、港湾管理者で構成される。また、「名古屋港新基本構想検討委員

会地域研究会」は、学識者、国、関係自治体、利用者、住民、ＮＰＯ、港湾管理者で構成

される。 
なお、両会議は公開とし、会議資料や検討内容等は公表する。 

 
(１)第１回委員会・地域研究会の検討内容 

  ＊名古屋港新基本構想検討概要およびスケジュール等の確認 
＊「名古屋港新基本構想（原案）」の検討 

 
(２)第２回委員会・地域研究会の検討内容 

＊「名古屋港新基本構想（原案）」の検討 
  ＊シンポジウム等の実施計画の説明 
  ＊パブリックコメントの実施方法の検討 
 
(３)第３回委員会・地域研究会の検討内容 

  ＊パブリックコメント実施結果とその対応 
  ＊「名古屋港新基本構想（案）」の取りまとめ 

 
３．検討スケジュール 

平成18年度

検討内容
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

名古屋港新基本構想（原案）の検討

シンポジウム等の開催 ○

パブリックコメントの実施

名古屋港新基本構想（案）の作成

委員会 ① ② ③

地域研究会 ① ② ③

準備

準備 集計・対応実施
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 
 

＜名古屋港新基本構想（原案）の構成イメージ＞ 

 
 

Ⅰ．はじめに

 

Ⅱ．名古屋港の生い立ち

 

Ⅲ．名古屋港の概要

 

Ⅳ．わが国・中部圏の社会経済および名古屋港の将来展望

 

Ⅴ．名古屋港の果たすべき役割

 

Ⅵ．基本理念

Ⅶ．名古屋港の将来イメージ

１．グローバル・ロジスティクスにおける中枢拠点の港 

２．新・臨海型ものづくり拠点の港 

３．うるおいと交流の場を提供する「愛される」港 

４．災害から地域を守り、人・モノが安心して行き来できる港 

５．環境を守り、環境にやさしい港 

 

Ⅷ．空間利用のゾーニングのイメージ

 

Ⅸ．推進にあたって

 

参考資料 

１．策定経緯 
（懇談会、委員会、住民・来訪者アンケート、シンポジウム、パブリックコメント）

２．用語解説 
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Ⅰ．はじめに 

（新基本構想策定の背景） 
＊ 社会・経済情勢の劇的な変化と新たな時代の趨勢への適切な対応 
＊ 名古屋港に求められる要請の変化・多様化 
＊ 港湾（港湾管理運営）の変革の必要性 
＊ 港湾における市民参加への対応 
＊ 歴史的・文化的資源をはじめとした既存ストックの見直しと活用 

 
（新基本構想策定の目的） 
＊ 現行基本構想における記述内容の点検・検証を行った上で、時代潮流の変化に対応

した名古屋港のあり方を検討すること 
＊ 地域住民にわかりやすく開かれた港湾行政を推進していくこと 
＊ 名古屋港のこれからを示す総合的な将来ビジョンに加え、独自性をもった戦略的・

重点的な政策の方向性を示すこと 
＊ 具体的な施策等の展開方法は、個々の計画へ委ねる一方、将来に向けた名古屋港の

めざす方向、基本姿勢（スタンス）、存在意義を明確化し、それをメッセージとして

幅広い発信・浸透に努めること 

 
（新基本構想の性格） 

現在から概ね 20 年先に向けた名古屋港の指針※を示すとともに、めざすべき将来イメー

ジを明らかにし、利用者や関係者、住民をはじめさまざまな主体で共有するもの 

※「名古屋港の指針」とは、以下の各点を包括する概念として用いている。 
＊ 名古屋港港湾計画やその他港湾管理者の各種ハード・ソフト計画の策定（改訂）の

指針として位置づけられるもの 
＊ 名古屋港に係わる各種計画・構想が策定される場合の指針として活用されることを

期待するもの 
＊ 民間等の諸活動の指針として活用されることを期待するもの 

※また、新基本構想は、既存の諸制度にとらわれず、対象事業、事業主体など、いずれの

点においても特に制限を設けずに、名古屋港の指針を示し、将来イメージを明らかにす

るものである。 

 
（目標年次） 
策定予定時期（2007 年）から概ね 20 年後（2027 年頃）を想定 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

Ⅱ．名古屋港の生い立ち 

 
近代港湾としての名古屋港の始まりは、1907 年（明治 40 年）11 月 10 日の開港であ

り、2007 年（平成 19 年）11 月には、開港 100 周年を迎える。 
しかし、港としてはさらに古い歴史を有しており、熱田の浜（現在の熱田神宮の南あ

たり）は、古くから堀川河口の船着き場として賑わっていた。1601 年（慶長６年）に東

海道 53 次の宿場の１つと定められ、桑名までの東海道唯一の船渡場として栄えた「宮の

渡し」が名古屋港発祥の地といわれる。 

 
明治に入ると、築港工事を望む声が高まり、第一期工事が 1896 年（明治 29 年）に始

められた。しかし、水害や日露戦争、工事反対論などにより工事の進展は思わしくなか

った。 
その中で、近代港湾の重要性の認識を深めてもらうため、奥田助七郎氏（初代名古屋

港務所長）は、巡航博覧会船「ろせつた丸」の寄港を導き、1906 年（明治 39 年）の入

港時には、10 数万人もの観覧者を集めたといわれている。これを契機として、港湾の重

要性が認識され、工事も順調に進むこととなった。 
名古屋港では、近代的な港湾整備にあたり、大河川が流入する遠浅の海を浚渫し、そ

の土砂を利用して埋立造成することにより港湾を建設した。 

 
1910 年（明治 43 年）に第一期工事が完成し、 大 3,000ｔ級の船が 10 隻、係留でき

るようになった。1936 年（昭和 11 年）には、入港船舶 5,000 隻を突破し、着実な発展

を遂げていた。しかし、太平洋戦争と２度にわたる大地震（昭和 19 年東南海地震、昭和

20 年三河地震）の影響で、名古屋港は壊滅的な打撃を受け、1945 年（昭和 20 年）には

貿易も停止状態となった。 

 
1950 年（昭和 25 年）に港湾法が制定され、翌 1951 年（昭和 26 年）には特定重要港

湾に指定された。また、同年、愛知県と名古屋市を母体とした名古屋港管理組合が設立

され、一部事務組合方式による港湾の開発・運営が始まった。 
名古屋港管理組合は、戦災復旧工事に着手するほか、急増する出入貨物量に対応でき

る港湾施設の整備を進めた。しかし、1959 年（昭和 34 年）、伊勢湾台風により甚大な被

害にみまわれ、特に高潮の発生により、貯木場から大量の木材が流出し、背後地域に大

きな被害をもたらす結果となった。そこで、高潮防波堤や防潮壁を建設するほか、背後

地域への輸送と防災を十分に考慮した木材専用港など、災害に強い港づくりが進められ

た。 
1960 年代（昭和 30 年代後半）に入ると、急速に経済が発展し、貿易が活発になった
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ため、港内では、バース不足による沖待ちが発生した。同時期には、南部・西部臨海工

業地帯や金城ふ頭の埋立工事が始まり、港湾区域が一気に拡大した。南部臨海工業地帯

では、鉄鋼生産基地や鉄鋼関連企業用地、穀物基地、大型構造物建造基地などが整備さ

れ、西部臨海工業地帯では軽工業、鋼材、木材、造船関連企業が進出した。さらに、大

型タンカーが入港できるようシーバース（原油受入基地）が建設され、原油はシーバー

スから海底パイプラインを通じて、直接、南部臨海工業地帯に立地している製油基地に

送り込まれるようになった。 

 
1960 年代後半（昭和 40 年代）には、金城ふ頭に名古屋港初のコンテナターミナルが

建設された。その後、進展が著しいコンテナ化に対応するため、名古屋港管理組合と日

本を代表する船社の共同出資で NCB（名古屋コンテナ埠頭㈱）が設立され、NCB コン

テナターミナルは、1972 年（昭和 47 年）に供用が開始された。さらに、1973 年（昭和

48 年）に港運業者等 19 社で㈱名古屋港流通センターが設立され、貨物積み換え、配送、

保管などの円滑化に向けて機能的に集約された名古屋港流通センターが飛島ふ頭に建設

されるなど、物流拠点としての整備が進められた。1980 年代（昭和 50 年代後半）以降

には、コンテナ化の進展と取扱貨物量の増加に対応し、コンテナターミナルの整備・拡

張が進められている。 

 
一方、1977 年（昭和 52 年）には「親しまれる名古屋港づくりに関する提言」がまと

められ、物流機能、経済機能に留まらず、人々が身近に憩える空間としての港湾整備へ

の機運が高まった。1984 年（昭和 59 年）、ガーデンふ頭にポートビルが完成し、1992
年（平成４年）には名古屋港水族館がオープンした。また、1998 年（平成 10 年）に名

港トリトンが開通し、物流の効率化に寄与するとともに、名古屋港の新しい夜景演出な

ど、港湾景観の演出も進められている。さらに、2004 年（平成 16 年）には、あおなみ

線が開通し、金城ふ頭から名古屋駅までの公共交通が充実するなど、人びとに身近な楽

しめる港としての整備が進められている。 

 
環境保全への取り組みについては、1950 年代から 1960 年代にかけて港湾区域の水質

調査や清掃、排水規制が始められ、現在、水質については環境基準を達成している。ま

た、1970 年代から港湾環境整備施設として、多様な緑地の整備が進められ、現在、約 260ha
の港湾緑地が整備されている。近年、環境問題のグローバル化等が進む中で、2001 年に

「名古屋港港湾環境計画」を、2002 年に「名古屋港管理組合地球温暖化対策実行計画」

を策定し、人工海浜、緑地、風力発電施設、水質浄化施設の整備など環境への取り組み

が進められている。 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

Ⅲ．名古屋港の概要 

（第２回委員会までの作業として、平成 17年度検討結果をもとに、以下の各点を中心に、

図表等を用いてわかりやすく整理する。） 

 
■立地・土地利用 

・ 日本列島のほぼ中央に位置し、陸海空の広域交通網の結節点に位置しており、東京・横

浜・大阪・神戸に並ぶ五大港の一つである。 
・ 広大な港湾空間を有し、特に臨港地区面積（陸域）は日本 大となっている。産業（生

産）機能はおもに東側に広がり、物流機能は主に西側に展開している。 

 
■物流、産業（生産） 

・ 総取扱貨物量が 2002 年より４年連続全国１位であるほか、外貿取扱貨物量は５年連続、

貿易額は５年連続で全国１位である。輸入貨物は原燃料系が６割弱を占めており、輸

出・移出入は完成自動車や自動車部品が中心である。 
・ 外貿コンテナ貨物取扱量は国内第３位で増加基調にあるが、世界的にみれば取扱量は

30 位以下である。輸出コンテナ貨物の品目は、自動車部品が４割を占めている。 
・ 国際コンテナ航路網は、五大港と比べ遜色ないが、欧州航路の寄港数が減少しており、

名古屋港を含むわが国主要港の相対的地位の低下が進みつつある。また、広域的な背後

地域を有する京浜港や阪神港と比較して、名古屋港の背後地域は東海３県を中心として

いる。 
・ 内航輸送機能は自動車航送船航路が充実しているものの、フェリーや RORO 船航路は

比較的少ない。 
・ 背後地域となる中部９県は製造品出荷額で全国の約３割を占める「ものづくり拠点」で

ある。その中心となる愛知県では、輸送用機械器具が全体の５割を占める。 

 
■交流、防災・安全、環境 

・ 五大港と比較すると旅客航路数やクルーズ船の寄港実績は少ない。 
・ 金城ふ頭にコンベンション施設「ポートメッセなごや」が立地するが、それ以外の交流・

見本市機能の集積はみられない。 
・ アメニティ・レクリエーション機能については、ガーデンふ頭周辺に複数施設の立地が

みられるが、五大港と比較すると機能は脆弱であり、利用者数も減少傾向にある。 
・ 防災・安全面では、自然災害対策や保安対策の取り組みを進めている。 
・ 環境面では、従来から港湾環境計画を策定し、干潟の保全や水質浄化などの取り組みを

進めている。 
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Ⅳ．わが国・中部圏の社会経済および名古屋港の将来展望 

１．社会経済の将来展望 

概ね 20年先を想定したわが国および中部圏の社会経済の将来展望を８つの分野から示す。 
分野 将来展望 

人口 ・少子化対策に伴い、少子化に一定の歯止めがかかる中、人口減少および少子高
齢化は、各種計画・構想の前提である中位推計とほぼ同じペースで進展する。 

・この場合でも、2030 年には約５人に１人が 75 歳以上の超高齢社会となり、
労働力人口の減少、財政負担の増加、経済規模の縮小等、様々な影響を受ける。

経済 ・中国経済は成長率を減速させつつも持続的な発展を遂げるとともに、中国やわ
が国を含む東アジアでは地域間経済連携が進み、巨大な経済圏が形成される。 

・少子高齢化、人口減少がみられる中で、構造改革の進展による生産性の向上や
東アジア経済圏の形成・成長等に伴い、わが国の経済はプラス成長を維持する。

・中部圏経済は、東アジア経済圏の成長と経済交流の活発化の効果を享受し、こ
れまでより伸びの鈍化はあるものの成長し続ける。 

物流 ・中部圏は、堅調な経済・産業を背景に、ＦＴＡ（自由貿易協定）やＥＰＡ（経
済連携協定）を活用した東アジア経済圏における相互依存関係を深化させる結
果、コンテナ貨物を中心に輸出入貨物量は増加する。 

・同時に、東アジアとの間では、スピーディーで低廉、かつ国際輸送と国内輸送、
海上輸送と航空輸送が一体となったシームレスな物流が進展し、企業のグロー
バルな SCM の構築が促進される。 

・国内物流では、モーダルシフトが進展し、物流におけるCO2削減が進む。 

産業 ・ハイブリッド車・燃料電池など環境関連技術で国際競争力を維持する中部圏の
自動車産業は、海外生産用部品の生産を中心に増加基調を維持し、引き続き中
部圏経済の牽引役を担う。 

・中部圏では、民間航空機を中心とする航空宇宙産業をはじめ、重厚長大型産業
からの転換を遂げた新エネルギー・環境関連産業、ロジスティクス産業など、
新たな基幹産業が成長し、ものづくりを中心とする産業構造の多様化が進む。 

交流・ 

観光 

・総人口は減少するものの「生涯可処分時間」の増加に伴い余暇活動が拡大し、
海外旅行とともに国内観光旅行が活発化する。 

・中部圏では、産業観光など地域資源を活用した観光地の魅力度向上に伴い、セ
ントレア(中部国際空港)を利用し、アジアや国内各地からの観光客が増加する。

・自然とのふれあいや歴史・文化を重視した余暇活動へのニーズが高まり、うる
おい・憩い・賑わいに関する空間の創出や取り組みが活発になる。 

防災・ 

安全 

・安全、安心に対するニーズがさらに高まるが、地震や台風、高潮等の自然災害
へのハード・ソフト両面での対策に加え、防犯対策やテロ対策等が進展するこ
とにより、わが国が安全・安心な国であることが再認識される。 

環境・ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ 

・地球温暖化対策が本格化し、燃料電池自動車などの技術革新や、排出権取引な
ど市場メカニズムを活用した取り組みが進展する結果、地球温暖化対策が経済
成長の妨げとならず進められるとともに、新エネルギービジネスが創出される。

・臨海部には、その利点を活かした環境関連産業が集積し、廃棄物やリサイクル
資源を海上輸送で効率的に輸送する静脈物流ネットワークが形成される。 

公と民、
国と地方
の関係 

・情報社会に対応した新たな政策形成・実施のスタイルが形成され、住民や企業、
ＮＰＯ、専門家等がさまざまな形態での参画を通じて社会の課題解決に資する
価値が創発され、実施されるようになる。 

・少子高齢化等に伴う財政制約に対応し、国や地方自治体における歳出規模の削
減によって、国民負担を大きく増やすことなく、財政の健全性が回復される。 

・市町村合併、道州制導入により、国と地方、広域自治体と基礎自治体の関係な
ど、地方制度の枠組みに変革が生じる。自立的で活力ある圏域の実現が強く求
められるようになる中で、中部圏では、その牽引役として名古屋大都市圏の役
割が重要となる。 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

２．名古屋港の将来展望 

わが国および中部圏の社会経済の将来展望を踏まえ、名古屋港に関わる将来展望を６つ

の分野から示す。 
分野 将来展望 

物流 ・国際コンテナ輸送においては、基幹航路の寄港地がますます絞り込まれる中で、

名古屋港は、自動車関連品目を中心にものづくり産業の輸出入貨物を多く抱え

ていることで、基幹航路の寄港を維持される可能性が高い。 

・国内他港の基幹航路の寄港が減少することに伴い、名古屋港の相対的な地位は

向上し、貨物量増加と利便性向上（航路網充実）の好循環が加速する可能性が

ある。この結果、名古屋港の集荷範囲は中部圏全域に拡大し、広域的な流通機

能を強化しやすい環境が整う。 

・東アジア域内における国際輸送の準国内輸送化への動きに伴い、RORO 方式等

によるスピードを重視したシャトル型の国際航路網の形成が進む。 

・モーダルシフトの進展に対応し、フェリー、RORO 船、コンテナ船航路が拡充

される。カボタージュ問題の規制緩和が実現し、中部－九州－韓国・中国、中

部－沖縄－台湾といった国際・国内兼用航路が開設される可能性もある。 

・国際輸送と国内輸送の結節点となる臨海部物流拠点の立地需要の増加や、国際

物流のシームレス化に伴い、セントレア（中部国際空港）と連携し、海上輸送

と航空輸送の柔軟な使い分けが可能な「ロジスティクスハブ」の形成・集積が

進む。 

産業（生

産） 

・産業構造やエネルギー供給構造の変化に伴い、新規・成長産業の誘致や、既存

産業の更新・拡張・移転・集約化の促進により、臨海部用地の用途転換が円滑

に進む。 

・自動車産業においては、現状の国内生産規模は確保されるが、生産拡大への対

応は主に中国・東欧・南米等の成長市場の現地生産で対応されるため、完成車

輸送に対応した機能は現状維持となる。 

交流 ・余暇活動の拡大に伴い、クルーズ船の寄港回数の増加、名古屋港内や伊勢湾内

を結ぶ旅客船航路の拡充、コンベンション施設の利用率向上、親水空間の保全・

創造や港町づくりの取り組みの活発化等が進展する。 

・これらを通じ、名古屋港の魅力が高まり、国内外から多くの来訪者を呼び込む

とともに、港が周辺住民にとって身近なもの、親しみあるものとなり「みなと

まち・NAGOYA」ともいうべき新しい地域イメージが形成される。 

防災・安

全 

・地震や台風、高潮等の自然災害への対策やテロ対策等が進展することによって、

世界的に安全性の高い港としての地位が確立するとともに、地域住民の名古屋

港に対する安心感が高まる。 

・港湾の安全性の向上や周辺施設のユニバーサルデザインが推進されることで、

高齢者・障害者も含めたさまざまな人が、安心して訪れることができる空間が

形成される。 

環境 ・港湾活動全体として資源の循環と環境負荷の低減を図る「ゼロエミッション化」

や、自然環境の保全・再生・創出の取り組みが活発化する。これらの取り組み

は、環境学習の場も提供する。 

・港湾空間は、浚渫土砂の処分場としての役割を引き続き果たすとともに、背後

地域の都市活動に伴う要請との調和を図りながら、さまざまな広がりを持って

有効に活用される。 

港湾の管

理・運営 

・住民、企業、NPO、専門家などさまざま主体が、名古屋港の管理運営に参画す

る機会が拡大することにより、計画策定や施設等の維持管理・運営といったさ

まざまな場面で効果的に民間の知識・知恵・活力が活用され、限られた財政的・

人的資源の中で効率的な港湾の管理運営や魅力的な港づくりが進められる。 
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Ⅴ．名古屋港の果たすべき役割 
 
名古屋港は、これまでさまざまな面で、地域の社会経済の発展と人々の暮らしを支える

ことに貢献してきた。今後も時代潮流の変化や地域からの要請に対応して、さらなる多様

かつ重要な役割を担っていくことが求められるが、その中で「 も基本となる名古屋港の

果たすべき役割（使命）」は、次の２点に集約される。 
 

◇ 中部圏・わが国の持続的な発展を支える 

◇ 人びとの豊かな暮らしを支える 

 
この２つの基本的な役割（使命）について、名古屋港の概要、わが国・中部圏の社会経

済および名古屋港の将来展望を踏まえ、物流、産業（生産）、交流、防災・安全、環境と

いう分野別にみた果たすべき役割を以下にまとめる。 
 

(１)物流分野 

『中部圏・わが国のものづくり産業の物流基盤としての役割』 

名古屋港は、自動車に代表される中部圏のものづくり産業とともに発展してきた。名古

屋港の物流機能がものづくり産業の基盤となり、ものづくり産業の物流需要が名古屋港の

発展を支えてきた。今や、中部圏はわが国全体のものづくりを牽引する一大生産拠点とな

っている。今後とも、名古屋港は、ものづくり産業の物流基盤として、中部圏、ひいては

わが国のものづくり産業の持続的な発展を支えていく役割が求められる。 
また、物流機能は、ものづくりをはじめとする産業活動の基盤としての側面に加え、物

流機能を担う事業活動そのものが産業として地域の発展を支える側面も有している。物流

機能の強化・拡大に伴い、こうした物流関連産業を地域の重要な産業の１つとして育成・

強化していくことも期待される。 
 

『中部圏・わが国の広域的な流通機能を担い、多様な物資の円滑な流通を支える役割』 

名古屋港は、中部圏に暮らす人びとの生活に欠かせないさまざまな製品や食料品が国内

外から運び込まれ、また、それらの製品や食料品の保管・加工・流通の場となっている。

今後、国際的なものの流れが一段と活発化し、多様な物資の流通拠点として港の重要性が

ますます高まる中で、名古屋港は、中部圏の社会経済活動と 2,000 万人の生活を縁の下で

支えていくことが求められる。さらに、日本の中央に位置し、陸・海・空の交通体系の結

節点となっていることを活かし、日本全体を１つの集荷・配送圏と捉えた流通拠点の機能

を強化することで、わが国の社会経済活動と国民生活全般を支えていく役割も求められる。 
 

(２)産業（生産）分野 

『ものづくり産業の生産の場やエネルギー供給の場を提供する役割』 
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名古屋港は、臨海部に広大な工業用地とこれと一体的に機能する港湾施設を有し、石油・

化学・鉄鋼をはじめとする重厚長大型産業が多数立地しているほか、わが国における航空

宇宙産業の中核的な生産拠点となるなど、さまざまなものづくり産業の生産活動の場にな

っているとともに、ものづくり産業や人びとの暮らしに不可欠な石油、ガス、電力等のエ

ネルギーの供給基地になっている。今後も、名古屋港はものづくり産業の要請やエネルギ

ー供給構造の変化に柔軟に対応しながら、用地需要に適切に応えていく役割が求められる。 
 

(３)交流分野 

『港・海・空港を活かした観光・交流を促進する役割』 

名古屋港は、中部国際空港や鉄道、高速道路などを利用して国内外から多くの人びとが

訪れる魅力的な観光資源を提供するとともに、こうした来訪者と地域住民、あるいは地域

住民同士が活発に交流し、レクリエーションを楽しむ場としての役割が求められる。また、

港固有の資源、海の広がり、空港に近接する特性を活かした新たなふれあいの空間を提供

する役割も求められる。 
これらは、観光・交流関連産業の活性化や、国内外各地との人的交流の促進、地域情報

の発信等を通じて地域の持続的な発展に資するとともに、交流・レクリエーションを通じ

て、生活にうるおいを与え、豊かな暮らしを演出することが期待される。 
 

(４)防災・安全分野 

『災害やテロから港や地域を守り、安全・安心・信頼を確保する役割』 

名古屋港は、地震、台風、高潮といった自然災害やテロなどから、人びとの生命・財産

や安定した社会経済活動を守り、暮らしの安全と安心を確保する役割が求められる。また、

大規模災害発生時に、被災地区の救援・復旧・復興のための防災拠点となったり、広域的

な経済活動への影響を 小限に抑えるために一定の物流機能を確保したりすることに備え

る役割も求められる。これらは、信頼性の高い港として、荷主・船社の利用や人びとの来

訪の促進につながることが期待される。 
 

(５)環境分野 

『生活環境や自然環境を守り、地球環境問題の解決に貢献する役割』 

名古屋港は、その施設整備・利用・維持管理等の各段階を通じて、廃棄物の抑制等によ

り地域への環境負荷を軽減し、良好な港湾環境を維持するとともに、人びとの健康や生活

環境を守る役割や、次世代に残すべき豊かな自然環境を保全・再生・創出していく役割が

求められる。また、モーダルシフトの推進などの地球温暖化対策や、リサイクル拠点の形

成、静脈物流システムの構築による循環型社会づくりを通じて、地球環境問題の解決にも

貢献していくことが求められる。さらに、背後地域のさまざまな活動に伴う要請と港湾機

能との調和を図る役割も求められる。 
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Ⅵ．基本理念 

名古屋港の概要、わが国・中部圏の社会経済および名古屋港の将来展望、名古屋港の果

たすべき役割を踏まえ、名古屋港新基本構想の基本理念を以下の通り掲げる。 
この基本理念が示す「価値観（考え方）」、「基本姿勢」に基づいて、めざすべき方向や

その目標に臨んでいく。 
 
基本理念とは、 

『これからの名古屋港がめざす方向やその目標を設定するにあたって、 

大切にする価値観（考え方）や基本姿勢』 

 
 

＊ ものづくりと一体となった発展を持続する 

基本理念を検討するにあたり、 初に「中部圏・わが国の持続的な発展を支える」「人

びとの豊かな暮らしを支える」という「名古屋港の果たすべき基本的な役割（使命）」に

立脚する必要がある。 
「中部圏・わが国の持続的な発展を支える」という基本的な役割（使命）を果たすにあ

たって、中部圏の「元気」を引き続き支えていくことが肝要である。中部圏の元気の源は

「ものづくり」であり、名古屋港はものづくりと一体となって発展してきた。すなわち、

名古屋港は、中部圏、わが国のものづくり産業の物流基盤として、その発展を支える一方

で、名古屋港も、ものづくり産業の発展とともに、その取扱貨物量を伸ばし、充実した国

際海上輸送網を形成してきた。 
荷主や船社がサービス水準の高い港湾を幅広く選択できるようになり、グローバルな港

湾間競争がますます熾烈さを極める中で、このようなものづくりとの一体性は名古屋港の

「特性」であり、今後も名古屋港では、「中部圏、わが国のものづくりを支え、ものづくり

とともに発展する港湾」であることを港づくりの基軸としていく。 

 
 

＊ 様々な声を聞きながら港湾の最適化に努める 

近年、産業活動においては、アジアをはじめ、世界各地との間での国際分業の深化に伴

い、グローバルなＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）の構築が国際競争力の重要な

要素となっており、名古屋港では、刻々と変化・高度化する物流ニーズ（コスト、スピー

ド、品質等）に応えうる 先端のロジスティクス機能の強化が不可欠となっている。 
また、グローバルな港湾間競争の中で、日本の港湾は取扱貨物量や国際コンテナ航路数

などでアジア主要港に歴然とした差をつけられる一方、名古屋港はものづくり産業の貨物
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

需要に支えられ、今後も基幹航路の寄港を維持していく可能性を持っている。 
そこで、名古屋港が船社から選ばれる港であり続けるためには、安定・信頼される港湾

としての存在を続ける中で、「産業活動」や「世界の港湾」の変化に的確に対応しながら、

物流機能の高効率化や情報化、危機管理対策、環境対策をはじめ、さまざまな側面におい

て多様な要請に耳を傾ける中で、利用者や時代が必要とする港湾の 適化に向けたたゆま

ぬ努力を続けていく必要がある。 

 
 

＊ 名古屋港の「強み」を活かして港湾機能を強化する 

「人びとの豊かな暮らしを支える」という面からみると、名古屋港はさまざまな側面に

おいて人びとの暮らしと深い関わりを持っている。特に、食料品や日用品、電気製品とい

ったさまざまな生活物資が、アジアをはじめ世界各地から流入している状況にあって、広

域的な流通拠点としての港湾の重要性は極めて重要なものとなっている。名古屋港は、人

びとの豊な暮らしを支えるという面から考えると、中部圏はもとよりその周辺地域も含め

て、名古屋港が物流を担うことにより、効率化が向上するエリアを確実にフォローしてい

くことも重要である。 
名古屋港はものづくりとの一体的発展を通じて、世界各地との国際コンテナ航路網をは

じめ、多様な港湾機能が集積していることや、日本の中央に位置し、陸・海・空の交通体

系の結節点にあるなど、広域的な流通を担う環境が整っており、わが国全体を 1 つの集

荷・配送圏と捉えた物流拠点の設置に有利な地理的優位性を持っていること、セントレア

（中部国際空港）に近接し、航空貨物輸送と連携しやすいこと、流通拠点の設置に必要な

広大な空間を有することなどの「強み」を有している。 
そこで、今後の名古屋港においては、このような「強み」を活かし、中部圏全体、さら

には日本全国をも視野に入れた流通拠点を形成していくことで、広域的な流通機能を「新

たな強み」に昇華させ、強みの幅を広げることにより港湾全体の効率化・ 適化に貢献す

るなど、さまざまな面において、人びとの暮らしを支えるための取り組みを強化すること

が期待される。 

 
 

＊ 「港湾経営」のあり方を追求する 

港湾においては、これまで以上に社会経済の環境変化への的確な対応が求められるが、

特に、港湾が選択される時代、財政的な制約が増加する中にあって、徹底的に無駄を排し、

効果的・効率的な整備・管理・運営に努める必要がある。 
このため、従来のプロセス管理型ではなく目標管理型を旨とするＮＰＭ（New Public 

Management：新公共経営）の考え方を参考としつつ、「経営」という視点に立ち、「顧客
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志向」・「成果志向」の利便性や効率性の向上を重視した港湾運営のあり方を追求する必要

がある。 
具体的には、選択と集中による投資の重点化を行うとともに、既存ストックの活用とＬ

ＣＭ（ライフサイクルマネジメント）を推進する中で、「つくる」から「使いこなす」こ

とに軸足を移し、利用者本位でスピード感のあるサービスの提供、多様な主体・制度の活

用を図る。 
特に物流面については、グローバルな事業展開を行う荷主や船社などの要請に応え、名

古屋港を選択してもらうため、これまでのような利用者間における公平性・平等性を重視

する立場から、経済効率を一層向上させることに、より軸足を移すとともに、プロモーシ

ョン活動の展開によるニーズ把握からアフターフォローまでを充実させ、港湾の持つ能力

の効用を 大限発揮する。 

 
 

＊ 地域から愛され、地域との結びつきを強める 

名古屋港は、広域的な流通機能に加え、交流、防災・安全、環境など、さまざまな側面

で人びとの暮らしを支える役割を担うことが求められている。 
このように人びとの暮らしと直接関係の深い分野において、名古屋港がその果たすべき

役割を担っていくためには、地域住民をはじめ、企業や NPO を含む多様な主体の理解や

協力を得ながら、地域と一体となって取り組んでいく必要がある。そのためには、地域住

民からみて名古屋港が身近で愛着のある存在であること、地域全体として名古屋港を良く

していこうという気持ちが共有されていることが重要である。 
一方、地域住民の名古屋港に対する認知度や親近感は、以前と比較して高まってきてい

るものの、明確な存在感やプレステージ（社会的な威信・名声）を確立するには至ってい

ない。 
こうしたことから、名古屋港の現在の姿やめざす方向、存在意義（地域に及ぼす効果）、

基本姿勢（スタンス）を明確化するとともに、各方面との協力関係を強固にして一体感を

醸成し、それらの幅広い発信・浸透に努めることで、名古屋港に親しみや愛着を持ち、港

づくりへの幅広い理解と協力が得られる関係を構築していく必要がある。名古屋港は、こ

のように地域と港が一体となり、相互に共鳴し合う「名古屋港風土」を創造し、その風土

のもとで、豊かな暮らしを支え、地域と調和した港づくりを進めていくことが大切になっ

ている。 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

これまでに述べてきたように、名古屋港新基本構想においては、名古屋港の特性である

ものづくりと一体となった発展を持続し、人々の豊かな暮らしを支えることを基本とする。

そして、様々な声を聞いて、努力することにより、港湾の 適化をめざし、また、広域的

な流通機能を新たな強みとするなど、さまざまな側面で「発展」を「持続・強化する」と

ともに、港湾経営のあり方の「追求」や、地域から愛され、地域との結びつきを一層深め

るため、新たな風土を「創造」し、一体となってより良い港へと「努力」し続けることを

めざしている。その実現のためには、１つの取り組みがきっかけとなって次の取り組みが

誘発されるとともに、それらによる好循環が生まれるような環境づくり、しくみづくり、

その限りない「挑戦」が重要である。 
このように、さまざまな面において、“努力、発展、持続、強化、追求、創造”してい

くという｢進化｣に向けて“チャレンジ（「挑戦」）し続ける”ことで、名古屋港の果たすべ

き役割を確実に遂行していくという基本姿勢を総括し、これからの名古屋港の基本理念を

以下のように定める。 
   

進 化 へ の 限 り な い 挑 戦  
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Ⅶ．名古屋港の将来イメージ 

 
ここでは、基本理念を踏まえ、物流、産業（生産）、交流、防災・安全、環境の５つの

分野ごとに、名古屋港がめざすべき将来イメージ（姿）を示す。各項目は、分野ごとの将

来イメージを端的に示す「タイトルとその説明」、名古屋港のめざす方向を明確化するた

めの「基本目標」、基本目標の実現に向けた取り組みの方向性を示す「展開方向」から構

成される。なお、「Ⅳ．２．名古屋港の将来展望」に示した６つの分野のうち、港湾の管

理・運営については、上述の５つの分野のそれぞれ関連する部分で言及するほか、「Ⅸ．

推進にあたって」において記載する。 

 
１．グローバル・ロジスティクスにおける中枢拠点の港 

 
中部圏・わが国の持続的な発展を支える物流基盤として、国際・国内海上輸送ターミ

ナルの機能強化や陸・海・空を結ぶロジスティクスハブの形成に取り組み、グローバル・

ロジスティクスにおける中枢拠点となる港をめざす。 
 
(１)基本目標 

①国際・国内海上輸送の機能強化 

・ 効率性が高く競争力に優れた海上輸送ターミナルの実現 
・ 欧米航路など基幹航路の寄港の維持・拡大および世界各地と結ぶ国際航路網の形成 
・ 東アジア域内輸送の準国内輸送化等に対応したスピード重視の国際航路網の形成 
・ モーダルシフトの推進に向けた内航輸送の拡大 
②陸・海・空を結ぶロジスティクスハブの形成 

・ 海上輸送ターミナルと一体的に機能し、陸・海・空の輸送モードに対応した世界 先端

の高度な物流拠点機能を有する「ロジスティクスハブ」の形成 
・ ものづくり産業のグローバルな SCM を支えるロジスティクスハブの機能強化 
・ 日本全国をも視野に入れた広域的な流通拠点としてのロジスティクスハブの機能強化 
・ 物流機能の強化（航路網拡充、ロジスティクスハブ形成等）と貨物量の増加（特に背後

地域の拡大）の好循環の創出 
 

(２)展開方向 

①国際・国内海上輸送の機能強化 

○スーパー中枢港湾構想の推進 
わが国のコンテナ港湾の国際競争力を重点的に強化するため、官民が連携して港湾の重

点投資や機能強化を進め、アジア主要港に対抗できる国際拠点港を育てる「スーパー中
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

枢港湾」への取り組みを進める。コンテナターミナルの集約化・再編・拡張や運営体制

の見直しをはじめとする各種取り組みをパッケージとして一体的に推進し、コスト低減

やサービス向上に取り組むことで、高い国際競争力を持ち、利用しやすい港として整備

を進めていく。 
  
○コンテナターミナルの集約化・再編・拡張と機能強化 
施設整備面において、飛島ふ頭、鍋田ふ頭へコンテナ機能を集約・再編することにより、

コンテナ貨物を集中的・効率的に取扱う環境を整備する。 
また、コンテナターミナルと一体的にロジスティクスハブの形成を進め、物流サービス

の高度化・効率化を進めたり、ＩＣタグなどに対応した情報通信基盤を積極的に整備し、

ゲート作業の効率化・セキュリティを向上させることにより、コンテナターミナルの機

能強化を図る。 
 
○輸出入・港湾関連手続きの一層の迅速化・効率化（ワンストップサービス化等） 
シングルウィンドウシステムの利用拡大や港湾情報プラットフォームの導入による情報

共有化など先進的な情報通信ネットワークの導入を進め、輸出入・港湾関連手続きの迅

速化・効率化を図る。また、FAL条約の締結を踏まえた手続きの簡素化や国際標準化等の

動きにも迅速に対応し、システムの利便性を向上させる。 
 
○弾力的な料金設定による国際競争力の維持・強化 
効率的な港湾運営に努める中で、次世代高規格コンテナターミナルにおけるボリューム

インセンティブ制や基幹航路を対象としたインセンティブ制度の導入など、弾力的な料

金設定を進め、船社・荷主が利用しやすい料金体系を構築する。 
 
○名古屋港の利用拡大に向けた船社・荷主への戦略的プロモーションの推進 
これまでに述べたコンテナターミナルの競争力強化の取り組みをより強固なものとする

ため、一体的で総合的なマーケティング・リサーチ機能の確立や、プロモーションの推

進体制・しくみの確立等を通じて、船社や荷主に対する戦略的なプロモーションを推進

し、基幹航路の寄港維持をはじめとする国際航路網の拡充や、取扱貨物量の増加を図る。 
 
○国際フェリー・RORO方式への対応等、東アジア域内輸送の準国内輸送化の促進 
東アジア地域における準国内輸送化の進展に伴う国際フェリーの拡充、RORO方式の普

及を想定し、シャーシ滞留帯やシャーシプール等の施設整備を進め、国際輸送の効率化・

迅速化・定時性向上を支援する。 
 
○自動車航送船航路や東アジア域内航路を活用したモーダルシフトの促進 
環境負荷が少ない海上輸送へのモーダルシフトを促進するため、内陸部を含めた物流情
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報の提供や、複合一貫輸送に対応したターミナルの整備を進めるとともに、自動車航送

船航路や東アジア域内航路の活用も図りつつ、内航輸送を拡大する。 
 
○多様な在来貨物への対応 
コンテナをはじめとするユニットロード貨物ばかりでなく、完成自動車、ＬＮＧ、鉄鉱

石、原油、石炭、鋼材、石油製品といった、名古屋港で取り扱われる多様な在来貨物に

ついて、利用者からの要請や品目ごとの物流ニーズの変化を的確に捉えた物流機能の充

実を図る。 
その際には、背後地域におけるロジスティクスハブの形成やものづくり産業の構造転換、

誘致・育成の取り組みと連携しながら、船舶の大型化への対応や港湾施設の充実、弾力

的な料金設定など、効率的な物流オペレーションの実現に向けたハード・ソフト両面で

の取り組みを進めることにより、港湾機能と産業機能（物流産業やものづくり産業）が

相互に競争力を強め合う好循環の創出をめざす。 
 
○名古屋港寄港の円滑化に向けた航路体系の確立 
国際輸送におけるリードタイムがますます重要視されるようになる中で、名古屋港寄港

の円滑化や大型化する船舶の入出港に対応するため、港内の航路整備や運用見直し等に

より、安全で効率的・経済的な航路体系の確立を進める。 

 
②陸・海・空を結ぶロジスティクスハブの形成 

○国際海上輸送ターミナルと一体的に機能する港湾国際流通拠点の形成 
コンテナターミナルと背後物流施設が一体化した荷主の企業戦略に対応する物流拠点を

形成し、物流施設の革新を図るとともに、物流と生産の効率性を追求したロジスティク

スハブの形成を図る。周辺地域も含めて、ものづくり産業のSCMを支援するロジスティ

クスセンターや中部圏のみならず全国を対象とする広域配送拠点、小口急送貨物の集配

拠点等の立地を進め、国際海上コンテナターミナルと一体的に機能する港湾国際流通拠

点の形成に取り組む。 
 
○海上輸送と航空輸送のシームレスな物流システムの構築 
海上輸送と航空輸送の柔軟な使い分けが可能な「シーorエア輸送」を促進するため、名古

屋港とセントレア（中部国際空港）間の両貨物情報システム間の共有化等を進める。ま

た、海上貨物と航空貨物双方の輸送容器（コンテナ、パレット等）に対応可能な設備や

機器の整備を進めることなどにより、シームレスな物流システムを構築する。 
 
○高度な物流サービスを提供する物流事業者の誘致・育成 
誘致活動に先立ち、名古屋港のプロモーションのためのマーケティング・リサーチ機能
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

の確立とその戦略プランを策定するとともに、プロモーション推進にあたっての関係者

一体となった体制の確立を進める。プロモーション活動で得た情報を有効活用しながら

荷主戦略を的確に把握し、ニーズにあった物流関係事業者を積極的に誘致・育成し、物

流機能の集積に取り組む。 
 
○先端的な情報通信技術の導入・活用による物流の効率化やセキュリティの向上 
ＩＣタグによる貨物追跡管理等によるトレーサビリティの実現やリアルタイムでの貨物

輸送状況の把握など 先端情報通信技術の動向を把握し、これに対応した情報基盤整備

を進めるとともに、物流情報システムの導入にも積極的に取り組む。 
 
○陸・海・空の国内の広域交通体系の拡充 
東海北陸自動車道の早期全線開通や名古屋環状２号線（西南部）の整備を促進し、中部

圏における南北軸のアクセス性を向上させるなど、広域的な道路体系を拡充するととも

に、港内のふ頭間を結ぶ東西方向の道路軸や高規格・広域道路網と円滑に連絡する幹線

臨港道路の強化を図り、併せて、交通結節点におけるボトルネックの解消、貨物車両の

重量化に対応した改良等により、港内の道路サービス水準を向上させ、臨港道路体系を

充実する。 
また、名古屋港と背後地域を結ぶ主要な経路については、コンテナの輸送可能な道路整

備や施設改良などを図り、陸・海・空の各輸送モードが連携した複合一貫輸送の円滑性

を高める。 
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２．新・臨海型ものづくり拠点の港 

 
物流機能と生産の場が一体となった名古屋港臨海部工業用地において、既存産業の更

新・構造転換や新たな基幹産業の創出を促進し、高い国際競争力を持った新たなものづ

くり拠点が形成される港をめざす。 
 
(１)基本目標 

・ 臨海部に立地するものづくり産業、エネルギー産業の更新・構造転換と競争力維持・強

化 
・ 航空宇宙産業をはじめとする新たな基幹産業の臨海部への集積の形成 
・ 広大な用地を有しており、物流機能が存在する臨海部への企業集積 
・ 用地需要の変化に対応した円滑な用地転換による臨海部工業用地の有効活用 
 

(２)展開方向 

○既存産業の競争力の維持・強化に向けた技術開発力の向上 
ハイブリッド・燃料電池車などの環境関連技術で世界の 先端をいく自動車産業をはじ

めとした既存産業は、今後とも 先端技術によって国際競争力を維持していくことが期

待されるため、研究開発機能や技術力の強化に向けた取り組みとの調和を図る。 
 
○重厚長大型産業の構造転換による新たな基幹産業の創出 
今後全国的にも産業構造が変化することが想定され、また、名古屋港においても今後戦

略的に特定産業への依存度を下げることが求められる可能性がある。 
このため、臨海部に立地するエネルギー産業等の重厚長大型産業の更新・構造転換や航

空宇宙産業など 先端産業の成長を支援することにより、新たな基幹産業を創出し、産

業構造の多様化を促進していく。 
 
○新たな基幹産業となりうる新規・成長産業の誘致・育成 
新たな基幹産業となりうる新規・成長産業の集積を進めるため、既存の重厚長大型産業

の構造転換等により発生した遊休地や新たな埋め立てによる造成地を対象として、これ

らの産業の研究開発拠点、生産拠点等の誘致を推進する。誘致にあたっては、プロモー

ト専門組織の設置やマーケティング・リサーチ機能の構築を図り、戦略的なプロモーシ

ョン活動を展開する。 
また、臨海部における起業・創業や新規分野進出を積極的に支援し、新規・成長産業の

育成を図る。 
 
○既存産業用地の拡張・集約化や用途転換が円滑に行える空間利用システムの構築 
低未利用地の有効活用を可能とするため、移転・集約化により余剰・遊休化する土地を
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

生ずる企業と、新規立地・拡張を行うために土地が必要となる企業との間のマッチング

システムの構築など、低未利用地の動向把握やコーディネート、また、機動的な用途指

定の見直しなど、各企業の土地利用のニーズに素早く対応できるしくみづくりを進める。 
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３．うるおいと交流の場を提供する「愛される」港 

 
さまざまな人びとの力を活かしながら、人びとの暮らしにうるおいや憩いを与え、国

内外のさまざまな人びとが交流する場づくりを進めることにより、地域のアイデンティ

ティとしての存在感を確立し、地域の人びとから愛される港をめざす。 
 
(１)基本目標 

・ うるおいと魅力のある港湾空間の形成（地域住民へのアメニティの提供、来訪者への魅

力の提供、港湾地区就業者への良質な就業環境の提供） 
・ “みなと”を感じ楽しむためのしくみの構築 

・ 国内外のクルーズ客船の寄港数の増加 

・ 遊覧船やレストラン船、水上バス等の水上交通ネットワークの構築 

 

(２)展開方向 

○民間活力を活かした既存集客・交流施設等の魅力向上と交流の促進 
集客・交流に係わる施設において、民間活力の活用などにより利用者ニーズを迅速かつ

的確・柔軟に取り入れられるような整備・管理・運営に努め、魅力や知名度の向上と交

流の促進を図る。 
 

○親水空間の整備や緑化の推進等による良好な港湾空間の形成 
親水空間や緑地の整備、港内における利便性の向上に関わる整備・改良を通じて、環境

にやさしい港の実現に向けた取り組みとも連携しながら生活環境や就業環境をはじめと

して、うるおいと魅力ある港湾空間の形成を進める。 
 
○多様な主体と協働した取り組みの推進 
憩いとやすらぎのある身近な交流の場の創出・維持管理について、ＮＰＯ、ボランティ

ア、民間団体等の多様な主体と連携・協働した取り組みを推進する。 
 
○港湾資源を活用した魅力づくり 
名古屋港の歴史や文化、産業など港全体を活用し、名古屋港のイメージ向上やＰＲにつ

ながる取り組みを、地元関係者との連携を図りつつ、総合的に進める。 
 

○“港らしさ”を感じさせる良好な景観の形成 
「名古屋港景観基本計画」「名古屋港カラー計画」を踏まえつつ、“港らしさ”を感じさ

せる魅力ある景観を形成する。例えば、水辺に近づけるプロムナードの整備や、名古屋

港が発展してきた歴史や産業の変遷が感じられる景観資源の保存・活用、コンテナ船が

行き交い、ガントリークレーンが動く様子を一望できる眺望点の整備など、港の資源を
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

活かした良好な港湾景観の形成を推進する。 
 
○クルーズ客船の誘致促進 
能動的でスピーディーな対応によるクルーズ客船誘致に向けて、需要動向の把握やクル

ーズ客船誘致からみた名古屋港の特性などを踏まえ、独自性のあるプロモーション戦略

などを展開する。 
 
 
○港を感じ、快適に移動する手段の提供 
名古屋は、庄内川、堀川などの河川や中川運河など、水都としての面影も未だ残してお

り、「水の都市軸」とも呼べる新たな軸を形成することが可能である。こうしたことから、

港や運河等の風景を楽しみつつ、港湾内の移動や港と背後地域を結ぶ快適な移動手段の

提供を検討する。 
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４．災害から地域を守り、人・モノが安心して行き来できる港 

 
関係者が一体となった連携体制を通じて、自然災害の直接被害から背後地域を守り、

被災地の復旧・復興活動を支え、安定した港湾機能を提供するとともに、平常時におい

ても、人びとが安心して訪れ、荷主・物流事業者が安心して利用できる港をめざす。 
 
(１)基本目標 

・ 地震や台風、高潮、津波等の自然災害に強い港湾の確立 

・ 災害時等における安定した港湾機能の確保と提供 

・ 防災対策・危機管理対策を通じた名古屋港の信頼性のさらなる向上 

・ 高齢者・障害者も含めたさまざまな人が安心して訪れることができる空間の形成 

 
(２)展開方向 

○既存の港湾施設・防災施設の計画的な更新・強化による機能性と安全性の確保 
計画されている耐震強化岸壁を着実に整備するとともに、港湾施設をはじめ、高潮防波

堤、防潮壁、堀川口防潮水門、ミニフロートなどの既存の防災施設や、防犯カメラ、フ

ェンス等の対テロ対策施設等について計画的に更新を図ることで、各年の財政負担を平

準化しつつ、安全性の高い港湾機能を維持する。また、国土の保全および住民の生命・

財産を守る海岸保全施設などの防護機能の確保に努める。 

 
○緊急時対応の充実等、ソフト面も含めた信頼性の高い防災対策の推進 
ハードの整備に併せて、名古屋港管理組合や臨海部に立地する物流事業者等の緊急時に

おける機能を維持するためのBCP(事業継続計画)作成や、情報伝達をはじめとした相互の

連携体制の構築といったソフト面での危機管理対応能力の向上を図る。また、防災拠点

としての役割を求められることも踏まえ、国や県、周辺市町村との連携体制を強化する。 
 
○都市水面の活用等による背後地域への緊急輸送ネットワークの構築 
災害時に港湾は被災地区への物資供給拠点としての機能が求められる。特に、災害時に

は都市内の道路ネットワークが寸断される恐れがあることから、堀川や中川運河などの

都市内水面を活用し、背後地域への支援物資輸送を円滑に行い、経済活動を支える物流

機能を維持するための緊急輸送を検討する。 
 
○災害時の経済活動維持に向けた港湾機能確保のための近隣港湾との連携体制の構築 
名古屋港は広域的な国際物流機能を担っていることから、災害発生後に地域の経済活動

をできる限り維持するためには、引き続き名古屋港もしくはその他の代替港での港湾機

能を必要とする。こうしたことから、「伊勢湾（名古屋港・四日市港）の災害時における
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

国際コンテナ物流機能の確保に関する協定」に基づき、四日市港との大規模地震等の災

害時における港湾施設の相互利用による輸送ネットワークの構築を図り、港湾背後地に

おける国際物流機能の維持に努める。さらに、リスク回避に向け、遠方の港湾との連携

についても検討していく。 
 
○危機管理対策の実施状況の積極的なＰＲによる信頼性の向上 
名古屋港における危機管理対策の取組内容とその進捗状況をＰＲすることで、住民や荷

主、物流事業者への信頼感を醸成し、安全・安心な名古屋港としての位置づけの確立を

めざす。 
 
○官民一体となった港湾の安全性の向上 
港湾の安全性やそのイメージを高めるためには、行政機関をはじめ、港湾に立地したり、

港湾を利用したりする各企業や就業者などのさまざまな主体が高い防犯意識を持つとと

もに、互いに連携しながらハード・ソフトの両面から防犯に取り組んでいくことが必要

である。そのため、各主体の防犯意識を向上させるとともに、それぞれの役割分担を明

確にし、連携を密にしてネットワークを図りながら官民一体となって港湾の安全性を高

めていく。 
 
○港湾の旅客施設・集客施設・親水空間等におけるユニバーサルデザインの推進 
高齢化社会に対応して、既存の旅客施設・集客施設・親水空間や今後整備する各種施設

のユニバーサルデザインを推進し、誰もが安心して利用し訪れることができる空間を形

成する。 
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５．環境を守り、環境にやさしい港 

 
さまざまな人びとが連携しながら、自然環境、生活環境、地球環境などあらゆる面で、

環境を守り、環境にやさしい港をめざす。 
 
(１)基本目標 

・ 港湾活動全体としての「ゼロエミッション化1」の実現 
・ 静脈物流ネットワークの拠点化 
・ 自然環境の保全・再生・創出 

・ 環境学習を提供する港としての確立 

・ 新エネルギーのビジネス化の拠点形成 
・ 浚渫土砂の処分や廃棄物処理に関わる適切な空間の確保 

・ 環境に関する港湾施策全体として「港湾のグリーン化」の実現 

 

(２)展開方向 

○港湾活動のゼロエミッション化推進 
良好な港湾環境の維持に向けて、名古屋港を利用する事業者の環境負荷低減を支え、ゼ

ロエミッションの実現を図る先端の港であるため、各企業での取り組みに留まらず、名

古屋港として廃棄物の削減、資源の再生・再利用がなされるよう、企業間での廃棄物の

再使用など、名古屋港に係わる企業間を中心としたコーディネートへの取り組みなどを

促進する。 
 
○静脈物流ネットワークの形成 
大都市圏に立地する名古屋港の特性を活かし、他港におけるリサイクルポートでの取り

組みの成果などを踏まえ、背後地域を中心とした静脈物流ネットワークの拠点となるた

めの取り組みを図る。 
 
○自然環境の保全・再生・創出の推進 
港湾環境計画に基づきつつ、先進的な手法等も視野に入れながら、住民・企業・行政・

学識者等、多様な主体との連携や協働を図り、緑地整備をはじめとする自然環境の保全・

再生・創出を推進する。 
 
○学習・教育の場としての提供 
港湾環境への取り組みについて住民が学んだり、保全された良好な環境を活用した自然

                                                  
1 ゼロエミッション：エミッション（Emission）とは、廃棄物のことであり、産業などか

ら排出される廃棄物を再利用し、廃棄物をゼロにするしくみをめざすこと。 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

や生態系について体験・学習したりできる場の提供を図る。 
 
○新エネルギービジネスの支援 
新舞子マリンパークにおける風力発電などをはじめとする新エネルギーへの取り組みを

促進するほか、エネルギー関連企業が多く立地している港湾特性を踏まえ、これらの企

業の新エネルギービジネスへの転換等を支援するなど、次世代のエネルギービジネスの

立地を促進する。 
 
○浚渫土砂処分場等の確保 
名古屋港の港湾特性により発生する浚渫土砂について、適切な処分場を確保する。また、

ゴミや放置自転車の不法投棄防止に努めるとともに、背後地域からの要請に伴う廃棄物

処理に関わる空間の確保については、港湾機能との調和を図りつつ検討していく。プレ

ジャーボートの適正な係留・保管場所について、親水空間の整備に関する取り組みと連

携しながら、確保に努めていく。 
 
○「港湾のグリーン化」 
環境の保全・再生・創出、ゼロエミッション化や排出ガス対策、廃棄物の適正処理、循

環型社会形成への寄与など環境に係わる施策の総合的な取り組みの結果として「港湾の

グリーン化」を推進する。 

 
 

Ⅷ．空間利用のゾーニングのイメージ 

 （第２回委員会・地域研究会において検討） 
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Ⅸ．推進にあたって 

 
本構想において掲げた基本理念の浸透やめざすべき姿としての将来イメージへのアプロ

ーチに向けては、名古屋港に関係する多くの方々の理解と協力、そして連携が必要であり、

また、さまざまな課題が示されるものと考えられる。そこで、以下に示すことを踏まえ、

充分留意する中で、これからの名古屋港の針路をとっていくことが重要である。 

 
(１)官民の連携・協働の一層の推進 

本構想を推進するためには、荷主・船社等の利用者、港湾関連事業者、関係行政機関（市

町村、県、国）等が連携し、協働して取り組んでいく必要がある。このため、名古屋港の

めざすべき方向や具体的な推進方策について積極的な情報公開や意見交換を行い、共通認

識を醸成するとともに、必要に応じて各関係主体で構成される研究会や連絡会議、推進組

織等を設置するなどして、これまで以上に各関係主体間における連携を強化し、一体感を

持ちながら推進していく。 

 
(２)情報公開や意見収集を通じた住民の理解と協力 

社会資本に関わる政策の立案・実施にあたっては、公正性・透明性の向上や住民理解の

促進を背景に、パートナーシップの充実やパブリック・インボルブメントの実施など、住

民の積極的な参画が求められるとともに、港湾に対する財政支出への理解と協力を得るこ

とも不可欠である。このため、策定段階から住民の参画や意見収集を行いながら検討して

きたが、推進段階においても、意見収集のしくみづくりや、実施方策の PR など積極的な

情報公開に努め、名古屋港が地域の経済社会において果たしている役割をわかりやすく発

信・説明することを推進していく。 

 
(３)近隣港湾との広域連携体制の構築 

近隣諸港が総体として効率的・効果的に機能を発揮できるよう、港湾間の広域連携を積

極的に推進していく。具体的には、スーパー中枢港湾としての四日市港との連携を中心と

して、伊勢湾としてのデイリーサービスの向上や共同デポの設置等によるロジスティクス

機能の連携、大規模災害時における相互補完性の確保、物流情報の共有化等の取り組みを

進めていくとともに、将来的には、伊勢湾や中部圏全体における各港湾の役割分担を明確

化し、より踏み込んだ連携に深化させていくことが必要である。 
また、港湾間のみならず、ロジスティクス機能におけるセントレア（中部国際空港）と

の連携や、環境面・防災面等における関係行政機関や民間団体・事業者との連携について

も推進していく。 
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資料３ 名古屋港新基本構想（原案）の検討 

(４)港湾経営の視点に立った運営体制の抜本的改革 

これからの港湾運営においては、社会経済の環境変化への的確な対応が求められるが、

特に、熾烈な港湾間競争の中で、名古屋港の国際競争力の維持・強化を図るとともに、厳

しい財政状況の中で無駄を排し、効果的・効率的な施策の実施に努める必要がある。 
このため、従来のプロセス管理型ではなく目標管理型を旨とするＮＰＭ（New Public 

Management：新公共経営）の考え方を参考としつつ、「港湾経営」という視点に立ち、

「顧客志向」・「成果志向」の利便性や効率性の向上を重視した港湾運営体制への抜本的な

改革が必要である。 

 

(５)戦略的プロモーションの推進 

社会経済のグローバル化が進む中で、港湾は荷主、船社、立地企業、旅客、来訪者等の

利用者から選択される立場にあり、「顧客志向」に立脚した戦略的なプロモーションが不

可欠である。このため、荷主や船社をはじめとする利用者ニーズの把握や競合相手となる

世界主要港の経営戦略分析などのマーケティング・リサーチを徹底するとともに、名古屋

港の存在や役割を知ってもらうことから、日本の中央に位置し、陸・海・空の交通体系の

結節点であることなどの強みや特徴をはじめとするさまざまな戦略性に至るまで、幅広く

プロモーションを推進していく。 

 
(６)民間活力の積極的な活用 

港湾において、特に施設整備面では、長期の見通しに基づく計画策定と、その着実な推

進が重要となる一方で、グローバルな競争の中で変化のスピードが極めて速い物流ニーズ

に適切に対応していくためには、柔軟で機敏な事業実施、臨機応変な対応が求められる。

また、厳しい財政状況の中で、港湾施設の効率的な整備・運営・維持管理が求められてい

る。こうしたことから、施設の整備・維持管理・運営にわたって、民間のノウハウ・活力

を活用した事業手法の導入を推進していく。 

 
(７)継続的な評価・見直しの実施 

名古屋港を取り巻く社会経済の変化は極めて速く、また変化の方向性も予測困難な点が

多い。このため、想定範囲を超える経済社会情勢の大きな変化が生じた場合や、めざすべ

き方向と実態の乖離が著しい場合等には、必要に応じて見直しを行う。 
特に、経済見通しや取扱貨物量が想定と大きく乖離していないかを継続的にチェック

し、大きな乖離が生じた場合や生じる可能性が高い場合には、本構想の将来展望に立ち返

った見直しが必要であり、環境問題や技術革新、商取引形態等については、今後 20 年間

で大きな変化が想定されるため、継続的にその動向を注視していく必要がある。 
また、本構想はあくまで長期的な指針を示すものであり、具体的な施設整備や施策実施

 ３-27



を行う場合には、費用対効果分析等によって、事前にその必要性や効果を検証する必要が

ある。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

参考資料 平成 17 年度検討内容 
１．検討概要 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊社会経済の将来展望（８分野）（めざすべき姿／回避すべき姿） 

社会経済の将来展望 

名古屋港の機能の現状と課題 

地域からの視点 

＊住民・来訪者アンケート調査結果

＊企業ヒアリング結果 

港湾機能の将来展望 

名古屋港の強み 

名古屋港新基本構想（原案）の検討 

＊港湾機能のシナリオ（10 機能） 

「名古屋港基本構想フォ

ローアップ」の点検・検証 

港湾運営からの視点 
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２．名古屋港の機能の現状と課題 

(１)物流・産業に関する機能の現状と課題 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

(２)親水・環境等に関する機能の現状と課題 
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３．港湾運営からの視点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 管理・運営 ■戦略的な港湾経営の導入

○経営基本方針、戦略の明確化（サービス向上とコスト削減との両立）

○情報収集・調査・分析機能（マーケティング・リサーチ機能）の強化・拡充

○積極的な営業活動の導入

○総括的な企画・計画立案の強化

○効果的な開発・整備の導入

○効率的な管理・運営の導入

○ライフサイクルマネジメントに基づく適正な維持管理の推進

○一貫した支援体制・アフターフォローの導入と評価システムの構築、顧客満足度の向上

（２） 物流 ■国際競争力の強化に対応した海上コンテナターミナルの確保・再編

○需要に応じたコンテナターミナルの確保

○既存コンテナターミナルの機能向上・有効活用

○コンテナターミナルの効率的な運営

○コンテナ機能の再編（集約化・拠点化）と関連施設の適正配置

○コンテナサービス向上への取り組み

■物流機能・システムの効率化・高度化

○ロジスティクス機能の強化

○物流システムの効率化・高度化

■多様なニーズに応える在来バースの確保

○完成車取り扱い機能の確保

○深喫水船対応を始めとする在来バースの量的・質的不足

○静脈物流の拠点化

○荷役形態・取扱貨物の変化・多様化への対応

○フェリーふ頭の活性化

■既存施設の有効活用

○低利用バースの有効活用や適正な維持管理の検討

■広域連携への対応

○広域連携への対応

（３） 港湾ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ■名古屋港のプロモーションのためのマーケティング・リサーチ機能の確立とその戦略プランの設定

○一体的で総合的なマーケティング・リサーチ機能の確立

※ ○地域特性を活かした独自性・創造性のあるプロモーション戦略プランの設定

○プロモーションに係わるトータル評価・検証システムの確立

○企業活動を支援する環境整備の充実

○名古屋港関係行政機関との一体感のある連携強化

○民有地も含めた低未利用地における積極的な活用方策の確立

■名古屋港のプロモーションの推進体制・しくみの確立

○プロモーション部門に計画・実施・運用・管理部門が総合・一体化した体制づくり

○プロモーション窓口の強化

○スピード感と能動的な対応の推進

○内部意識醸成とその維持のための研修・専門スタッフ育成・外部人材の活用

（４） 交通 ■広域交通ネットワークとの連携強化

○高規格・広域道路網の整備促進

○高規格・広域道路網と連絡する幹線臨港道路体系の確立

■港内の道路サービスの水準の向上

○交通処理体系の向上

○周辺道路との調和

○休日型利用施設周辺の渋滞緩和

○有料道路の利用促進

○案内標識、誘導標識の設置強化

○貨物車両の重量化に対応した道路改良

■環境負荷の軽減

○港湾関連交通による周辺地域への環境負荷軽減

○都市交通と港湾関連交通の分離

■危機管理対策の強化

○災害発生時における緊急輸送ネットワークの確保

港湾機能・空間
の総合活用推進
施策として、貨
物・航路・企業・
産業・各種機能
の誘致を行う。
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（５） 交流 ■交流機能の強化に向けた戦略の導入

○観光に関する組織の強化・確立

○交流施策における具体的なマスタープランの策定

○一体的なイベント・PR活動の実施

○マーケティング・リサーチの実施

○交流機能に関わる関係機関との連携

○住民にとっての都市と港との精神的距離の存在

○港湾資源を活用した魅力づくり、仕掛けづくり、市民への普及・浸透

■効率的な整備・運営の導入

○周辺地域や恒常機能と調和した環境整備

○多様な主体・制度の導入・活用

（６） 境 ■港湾のグリーン化推進

○自然とのふれあい・水際線空間の創出

○港らしさを活かした景観形成

○港湾緑地の有効活用

○水底質の改善と保全

○生態系の良好な保全

○地球温暖化対策の推進

○港湾関係活動からの大気汚染対策

○循環型社会形成とその支援

■港湾環境管理・推進体制の構築

○港湾環境に係わる啓発・広報活動の実施

○港湾環境施策に係わる様々な主体との協働・連携

○港湾環境施策財源の確保

○港湾環境配慮の標準化

（７） 危機管理 ■名古屋港の危機管理の強化

災・保安） ○危機管理が万全なみなとづくり

■安全・安心なみなとづくり

○自然災害及び大規模事故災害対策の推進

■ゲートウェイ・スペース特性を生かしたみなとづくり

○臨海部防災拠点としての対応、他の防災拠点、国際物流拠点との連携

○災害被害の軽減

○スペースを生かした災害復旧時の瓦礫処分等への対応

■バイパス・リダンダンシー機能の確保

○バイパス機能、リダンダンシー機能の確保（被災地迂回路、代替輸送機能の充実）

■保安対策の推進

○埠頭保安設備の維持管理

○関係機関との連携

○保安対策等の住民への浸透

○港湾空間高度化との調和

環

（防



４．住民・来訪者アンケート調査結果 

 第１回のパブリック・インボルブメントとして、名古屋港全般に関する住民ニーズを把

握するほか、名古屋港長期ビジョンの策定や名古屋港について住民にＰＲすることを目的

としてアンケート調査を実施した。 
 
(１)調査の概要 

①住民基本台帳調査 

＊手法：住民基本台帳からの層別抽出（住所・年齢・性別）による郵送配布・郵送回収 
＊調査期間：2005 年 10 月 13 日～2005 年 10 月 31 日 
＊対象：名古屋市（500）、東海市（100）、知多市（100）、弥富町（100）、飛島村（100）、

計 900 人を対象に発送。 
回収有効サンプル数 214 通（回収率 23.8％） 

※ 以下、本調査の回答結果を示す際、単に「住民基本台帳」と表記する。 
 
②施設配布調査 

＊手法：行政機関（市役所、町村役場、区役所）や公共施設等における配布・郵送回収 
＊調査期間：2005 年 10 月 13 日～2005 年 10 月 31 日 
＊回収有効サンプル数 183 通 
※ 以下、本調査の回答結果を示す際、単に「施設配布」と表記する。 

 
(２)名古屋港への来訪経験と今後の意向 

①名古屋港への来訪回数 

・ 過去１年間に名古屋港を訪れた回数について、住民基本台帳からの回答では、「一度も

ない」が 29.0％、「１回」が 22.9％を占めており、１回以下が過半数を占めている。 
※ 以下、原則として住民基本台帳からの回答結果について記述。 

図 2-1 名古屋港への来訪回数（ＳＡ） 

29.0

18.6 16.4

33.2

35.0 12.0

6.5

17.5

22.9 7.0

0.5

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

住民基本台帳

施設配布

n
=
2
1
4

n
=
1
8
3

一度もない １回 ２～３回 ４～５回 ６回以上 無回答
 

注）ＳＡ(Single Answer)：単数回答、ＭＡ(Multi Answer)：複数回答（以下同様） 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

②名古屋港への来訪理由 

・ 過去１年間に名古屋港を訪れた理由について、「水族館やイタリア村などの観光」とい

う回答が も多く、４分の３以上を占めている。 

図 2-2 名古屋港への来訪理由（ＭＡ） 

26.8

21.5

20.8

11.4

10.7

9.4

4.0

15.4

0.0

84.5

27.7

20.3

22.3

4.1

15.5

18.2

2.7

18.2

0.7

76.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

水族館やイタリア村などの観光

飲食

ショッピング

船や港の景色を楽しむ

釣りやヨットなどのマリンレジャー

仕事

のんびりするため

港のスポーツ施設の利用

その他

無回答

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％

 
 
③過去の名古屋港への来訪経験 

・ 過去に訪れたことのある場所としては、「名古屋港水族館（76.6％）」がもっとも多く、

次いで「名古屋港ポートビル（60.7％）」、「南極観測船ふじ（52.8％）」となっており、

これらの施設は、半数以上の人が訪れたことのある場所となっている。 

図 2-3 来訪経験のある場所（ＭＡ） 

60.7

52.8

41.6

33.6

30.4

28.0

24.8

22.0

22.0

21.5

20.6

9.8

8.4

7.9

5.1

4.7

2.8

9.3

80.9

64.5

57.9

49.2

38.8

29.5

27.9

36.6

19.7

25.1

20.2

16.9

7.1

13.1

12.0

2.7

3.3

9.3

4.4

76.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

名古屋港水族館

名古屋港ポートビル

南極観測船ふじ

ポートメッセなごや

名古屋港イタリア村

新舞子マリンパーク

海の日名古屋みなと祭

シートレインランド

名古屋港海づり公園

ブルーボネット

みなとめぐり遊覧船

宮の渡し公園

名古屋港ゴルフ倶楽部

中川運河

スターライトレビュー

名古屋港サイクリングロード

名港シーサイドグリーン

その他

無回答

住民基本台帳n=194 施設配布n=183

％
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④今後の訪問希望 

・ 今後行ってみたい場所としては、「名古屋港イタリア村」という回答が も多く、６割

以上となっている。 
・ また、既に８割弱の人が来訪している「名古屋港水族館」であるが、４割以上の人が、

今後行ってみたい場所としても回答している。 
・ その他、４分の１以上の人が今後、行ってみたいと回答しているのは、「みなとめぐり

遊覧船（26.6％）」、「海の日名古屋みなと祭（25.7％）」である。 

図 2-4 今後、訪れてみたい場所（ＭＡ） 

43.5

26.6

25.7

23.8

17.3

16.4

15.4

15.0

13.6

11.2

10.3

8.9

8.4

6.5

6.1

6.1

1.9

6.5

62.8

46.4

24.6

27.3

25.1

20.2

11.5

16.4

15.3

10.4

6.0

8.2

10.4

9.8

7.1

2.2

5.5

3.8

6.6

62.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

名古屋港イタリア村

名古屋港水族館

みなとめぐり遊覧船

海の日名古屋みなと祭

ブルーボネット

新舞子マリンパーク

ポートメッセなごや

名古屋港海づり公園

スターライトレビュー

南極観測船ふじ

名古屋港ポートビル

シートレインランド

宮の渡し公園

名古屋港サイクリングロード

名港シーサイドグリーン

名古屋港ゴルフ倶楽部

中川運河

その他

無回答

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％

 
 
(３)名古屋港のイメージ 

・ 名古屋港のイメージについて、さまざまな形容詞を５段階できいたところ、「５」、「４」

という強いイメージを半数以上の人がもつ形容詞としては、「近い」、「発展性のある」、

「活力のある」となった。 
・ ５段階評価について、「５」を５点、「４」を４点、「３」を３点、「２」を２点、「１」

を１点として得点化したところ、3.5 点以上となったのは、「近い（3.8 点）」、「発展性の

ある（3.7 点）」、「活力のある（3.6 点）」である。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

図 2-5 名古屋港のイメージ（ＳＡ） 

29.0

16.8

13.6

12.6

11.2

10.3

9.8

9.3

7.9

6.1

5.6

4.7

3.3

3.3

2.3

2.3

1.4

42.5

24.3

36.4

29.4

42.5

35.5

31.3

30.8

21.0

32.2

16.4

17.8

13.6

14.5

20.6

8.9

21.0

29.0

45.3

34.1

43.5

35.5

35.0

43.5

39.7

56.1

39.7

49.5

58.9

47.7

60.3

49.1

59.3

4.7

8.9

10.3

9.8

4.7

12.1

8.9

13.6

10.3

14.0

19.6

10.7

26.6

15.0

18.2

20.1

3.7

0.9

2.8

1.9

1.4

2.3

1.9

1.4

3.3

0.9

3.3

3.3

2.8

2.8

1.9

3.7

4.2

5.1

4.7

4.7

4.7

5.6

5.6

4.7

5.6

5.1

6.5

6.5

6.1

6.1

6.1

6.1

31.3 10.3

6.1

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

近い

発展性のある

安全な

広大な

力強い

活力のある

楽しい

先進性のある

親しみやすい

気持ちの良い

にぎわいのある

歴史性のある

あたたかい

緑豊かな

うるおいのある

ロマンのある

環境にやさしい

5 4 3 2 1 無回答

31.1

21.3

15.8

25.7

11.5

15.8

16.4

10.9

15.3

15.8

12.0

7.7

5.5

9.8

6.6

10.4

6.6

35.0

26.2

27.9

26.2

35.5

35.0

30.6

27.3

27.3

29.0

18.6

20.8

18.0

21.9

18.0

14.2

24.0

29.5

44.3

31.1

44.8

36.1

34.4

36.1

37.2

41.0

36.1

37.2

48.1

36.6

45.9

36.1

43.7

8.7

9.3

9.8

12.6

7.7

9.3

16.4

15.8

9.3

18.0

25.1

20.2

26.2

18.6

24.6

25.7

5.5

3.3

1.1

1.6

1.6

2.2

2.2

3.3

1.6

3.8

2.2

8.7

2.7

6.6

4.4

8.2

6.0

23.5 13.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 4 3 2 1 無回答  
住民基本台帳（n=214） 施設配布（n=183） 

図 2-6 名古屋港のイメージの得点化（平均値は住民基本台帳、施設配布ともに 3.3） 

3.7

3.6

3.5

3.4

3.4

3.4

3.4

3.3

3.2

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

2.9

2.8

3.6

3.6

3.6

3.7

3.6

3.3

3.3

3.5

3.4

3.3

3.4

3.1

3.1

3.0

2.9

3.0

2.9

3.8

2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

近い

発展性のある

活力のある

広大な

楽しい

力強い

先進性のある

安全な

親しみやすい

にぎわいのある

気持ちの良い

あたたかい

うるおいのある

ロマンのある

歴史性のある

緑豊かな

環境にやさしい

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

平均3.3
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(４)名古屋港に関する知識や興味 

①名古屋港に関する知識 

・ 名古屋港に関する知識について、「産業を支えていること（43.0％）」について、良く知

っているという回答がもっとも多い。 
・ 「環境を創り出していること」以外の内容については、半数以上の人が、「よく知って

いた」もしくは「ある程度知っていた」と回答している。 

図 2-7 名古屋港の知識（ＳＡ） 

住民基本台帳（n=214） 施設配布（n=183） 

43.0

19.2

17.3

15.4

11.2

49.5

52.8

44.4

31.8

10.7

18.2

22.0

31.8

45.3

11.2

6.1

6.5

9.3

1.9

1.9

1.9

1.9

2.3

39.7 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

産業を支えていること

大規模港であること

生活を支えていること

生活を守っていること

環境を創り出していること

23.5

16.9

36.1

17.5

8.2

42.6

42.1

31.7

35.0

19.7

29.0

13.7

37.2

38.8

10.9

7.7

12.6

17.5

0.5

0.5

0.5

1.1

0.5

38.3 18.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
よく知っていた ある程度知っていた あまり知らなかった

全くしらなかった 無回答
 

 
②名古屋港について興味のあること 

・ 名古屋港について、今後知りたいこととしては、「環境への取り組みを知る（54.2％）」

がもっとも多い。 

図 2-8 名古屋港について興味のあること（ＭＡ） 

42.5

36.4

31.3

28.0

6.1

8.4

60.1

31.1

36.6

29.0

31.7

9.3

6.0

54.2

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

環境への取り組みを知る

名古屋港の様々な役割を知る

船を見たり船の種類を知ったりする

歴史を工場や港を見ながら知る

貨物が運ばれる様子や機械をみる

その他

興味がない

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

(５)名古屋港への期待 

①親しみやすい名古屋港になるための期待 

・ 今後、名古屋港がより親しめる港になるために期待することとしては、「港の景色を楽

しめるようにする（58.4％）」がもっとも多く、半数以上の回答となっている。 

図 2-9 親しみやすい名古屋港になるための期待（３つまで） 

45.3

36.9

35.0

28.0

22.9

22.4

14.5

4.7

6.5

55.7

37.2

42.1

30.6

31.1

24.6

30.1

16.4

6.6

3.8

58.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

港の景色を楽しめるようにする

緑を楽しめるようにする

海と触れあえるようにする

交通条件をよくする

自然を楽しめるようにする

歴史や文化を楽しめるようにする

飲食を楽しめるようにする

スポーツを楽しめるようにする

人々が住めるようにする

その他

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％

 
 
②環境に先進的な港であるための期待 

・ 名古屋港が環境に対して先進的な港であるための期待としては、「現在ある自然資源を

生かし自然を守る（64.0％）」、「環境を改善し創る港とする（57.0％）」が半数以上の人

が選択している回答となっている。 

図 2-10 環境に先進的な名古屋港であるための期待（３つまで） 

57.0

36.4

33.6

22.9

18.7

18.2

1.4

55.2

54.6

41.0

39.9

29.5

12.6

14.8

3.3

64.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

現在ある自然資源を生かし自然を守る

環境を改善し創る港とする

人々が環境について学べる場にする

循環型社会構築へ貢献する港とする

環境負荷が小さくなる取り組み推進

廃棄物処理など環境改善のための場

所とする

環境負荷の少ない輸送手段（船・港）と

しての機能を高める

その他

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％
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③将来の名古屋港に期待すること 

・ 将来の名古屋港に期待することとして、「国際的に競争力のある港（50.5％）」がもっと

も多く、ついで「レジャーを楽しむ港」と「防災拠点として大きな役割を持つ港」がと

もに 44.4％となっている。 

図 2-11 将来の名古屋港への期待（３つまで） 

44.4

44.4

43.9

23.4

23.4

22.4

17.3

4.7

39.3

52.5

26.2

40.4

24.6

25.7

22.4

19.7

12.0

50.5

0.0 20.0 40.0 60.0

国際的に競争力のある港

レジャーを楽しむ港

防災拠点として大きな役割を持つ港

自然資源を豊富に有し守り、創る港

マリンレジャーの充実した港

人々が住み、憩い、働く港

産業を支援する港

人・もの・情報が行き交う港

その他

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％

 
 

(６)名古屋港の計画づくりへの参画 

①名古屋港の計画づくりへの参画意向 

・ 名古屋港基本構想の策定への参画意向としては、「見学会などで学ぶ（見学会への参加

など、まずは名古屋港について学んでみたい、43.0％）」がもっとも多い。 

図 2-12 名古屋港の計画づくりへの参画意向（ＭＡ） 

24.3

21.5

15.0

11.7

8.9

2.3

21.0

48.1

36.1

33.3

24.0

13.7

15.8

0.0

10.9

43.0

0.0 20.0 40.0 60.0

見学会などで学ぶ

講演会などへの参加

アンケート等での参加

ボランティアなど具体的な活動への参

加

長期構想案への意見提示

長期構想案の説明会への参加

その他

あまり関心がない

住民基本台帳n=214 施設配布n=183

％
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

５．わが国および中部圏の社会経済および港湾機能の将来展望 

(１)社会経済の将来展望 

・ 概ね20年先を想定したわが国および中部圏の社会経済の将来展望については、人口、経

済、産業、物流、交流・観光、環境・エネルギー、防災・安全、行財政・公と民の関係

の分野別に、経済財政諮問会議の「日本２１世紀ビジョン」にならって「めざすべき将

来像」「回避すべき将来像」の２つのシナリオを設定した。 
 
①人口 

ｱ)めざすべき将来像 

・ 少子化対策に伴い、少子化に一定の歯止めがかかり、中位推計に近い結果となり、全

国および中部圏における人口の減少および少子高齢化は、各種計画・構想の前提とほ

ぼ同じペースで進展する。 
・ とはいえ、2030 年には約５人に１人が 75 歳以上の超高齢社会となり、労働力人口の減

少、財政負担の増加、経済規模の縮小等、さまざまな面で影響を受ける。 
・ 労働力人口の減少に伴い、外国人労働者の受け入れの是非を巡る議論が活発になるが、

単純労働者の受け入れには慎重に対応する政策は維持される。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 少子化対策にもかかわらず、少子化に歯止めはかからず、低位推計もしくはそれをも

下回る結果となり、全国および中部圏における人口の減少および少子高齢化は、各種

計画・構想の前提よりも速いペースで進展する。 
・ このため、労働力人口の減少、財政負担の増加、経済規模の縮小等の影響も、現在の想

定以上のものとなる。 
・ 労働力人口の急激な減少に伴い、外国人単純労働者を受け入れざるをえない状況とな

り、さまざまな社会的コストが増加する。 
 
②経済 

ｱ)めざすべき将来像 

・ わが国では、構造改革が進み、実質GDP成長率１～２％程度を維持する。 
・ 中国経済は成長率を減速させつつも持続的な発展を遂げるとともに、中国やわが国を含

む東アジアでは地域間経済連携が進み、巨大な経済圏が形成される。 
・ 中部圏経済は、東アジア経済圏の成長と経済交流の活発化の効果を享受し、これまでよ

り伸びの鈍化はあるものの成長し続ける。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ わが国では構造改革がなかなか進まず、実質GDPは横ばいないしマイナス成長となる。

・ 中国経済は、2008年の北京五輪、2010年の上海万博以後、直面する諸課題に対処しき

れず、成長が失速する。一方、わが国も、地域間経済連携の遅れを取り戻せず、中国や

わが国を含む東アジアの一体的な経済圏の形成は進まない。 
・ 中部圏経済は、国内経済・中国経済の影響を受け、ゼロ成長ないしマイナス成長となる。
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③産業 

ｱ)めざすべき将来像 

・ ハイブリッド車・燃料電池など環境関連技術で世界をリードする自動車産業は、特に海

外生産用部品生産を中心に増加基調を維持し、引き続き中部圏経済の牽引役を担う。 
・ 科学技術のイノベーションによる新たな産業群（燃料電池、ロボット、先端医療機器等）

や、重厚長大型産業からの転換を遂げた新エネルギー・リサイクル産業、ロジスティク

ス産業など、新たな基幹産業が成長し、産業構造の多様化が進む。 
・ 生産拠点の海外展開が活発化する一方で、先端産業を中心に国内回帰の動きが強まる。

・ 中部圏の特徴を活かしたアジアへの農産品輸出が拡大する。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 自動車産業は、欧米や後発国メーカーの追い上げを受け、価格競争力を高めるため完成

車・部品ともに一層の現地生産が進む結果、国内生産の伸びは停滞する。 
・ 自動車産業以外の基幹産業が育たず、自動車に依存した脆弱な産業構造が残る。 
・ 生産拠点としてのわが国の競争力が低下し、国内製造業の空洞化が進む。 
 
④物流 

ｱ)めざすべき将来像 

・ 中部圏の輸出入貨物量は、経済・産業の堅調な発展に伴い、コンテナ貨物を中心に今後

も増加する。特に中国が生産拠点に加えて消費市場として発展を遂げ、わが国からみた

輸入だけでなく、輸出も中長期的に増加していくが、完成車については現地生産が基本

となるため、輸出は微増にとどまる。 
・ 中部圏と東アジア各地域の間では、スピーディーで低廉、かつ国際・国内の区別がない

だけでなく、中部国際空港と連携してシーorエアの柔軟な切替が可能なシームレスな物

流が実現し、アジア市場を一体的に捉える企業のSCMを支援している。 
・ これに伴い、生鮮食料品・雑貨類の広域的な流通拠点としての機能集積も進展する。 
・ 国内物流においては、陸海空の物流結節点が集中し、内航輸送機能の拡充が進んだ利点

を活かし、モーダルシフトが進展し、物流におけるCO2削減が進む。 
・ 輸出入・港湾関連手続きのワンストップサービス（シングルウインドウ化）、RF-ID技

術による貨物追跡管理など、物流全般においてITの積極的な活用が進展し、物流の効率

化が図られている。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 中部圏の輸出入貨物量は、経済・産業の低迷に伴い、コンテナ貨物や完成車も含めて伸

び悩む。消費市場としての中国の発展も遅れ、日中間物流は極端な輸入超過が今後も続

く。 
・ 東アジア経済圏の形成が進まず、アジア市場を一体的に捉える企業のSCM構築の要請

も強まらないため、中部圏と東アジア地域間における物流の準国内輸送化や中部国際空

港と連携したシーorエア物流への取り組みも大きな成果をあげるに至らない。 
・ 中部圏への生鮮食料品・雑貨類の広域的な流通拠点としての機能集積は、関東・関西と

比較して少ないままにとどまる。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

・ 国内物流需要の減少に伴い、フェリーやRORO船航路の拡充も進まないため、物流にお

けるCO2削減に向けたモーダルシフトは進展しない。 
 
⑤交流・観光 

ｱ)めざすべき将来像 

・ わが国では、総人口が減少する中でも「生涯可処分時間」の増加に伴い余暇活動が拡大

し、海外旅行とともに国内観光旅行が活発化する。 
・ 中部圏においては、産業観光など地域資源を活用した観光地の魅力度向上に伴い、中部

国際空港を利用し、中国を中心とするアジアや国内各地からの観光客が増加する。 
・ 自然とのふれあいや歴史・文化を重視した余暇活動へのニーズが高まり、親水空間の保

全・創造や港町としての賑わいをさらに高めるための取り組みが活発になる。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ わが国では、生産性の向上が進まず「生涯可処分時間」や可処分所得が増加しないため、

余暇活動、特に海外・国内旅行は拡大しない。 
・ 中部圏においては、観光地の魅力度向上への取り組みにもかかわらず、中国経済の失速

もあり、中国を中心とするアジアや国内各地からの観光客は伸び悩む。 
・ 自然とのふれあいや歴史・文化を重視した余暇活動へのニーズは期待ほど高まらず、親

水空間の保全・創造や港町としての賑わいをさらに高めるための取り組みも盛り上がり

を欠く。 
 
⑥環境・エネルギー 

ｱ)めざすべき将来像 

・ 京都議定書の発効を契機に地球温暖化対策が本格化し、燃料電池自動車などの技術革

新や、排出権取引など市場メカニズムを活用した取り組みが進展する。この結果、地

球温暖化対策が経済成長の妨げとならずに進められるとともに、水素等の新エネルギ

ーを活用した新エネルギービジネスが創出される。 
・ 臨海部には、その利点を活かしたリサイクル産業が集積し、廃棄物やリサイクル資源

を海上輸送により効率的に輸送する静脈物流ネットワークが形成される。 
・ 自然との触れ合いや環境学習体験への欲求が高まる。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 地球温暖化対策に向けた取り組みが進展しない結果、国際約束実現に向けて、罰則的な

課税等が実施されることとなり、これが経済成長の制約要因となる。 
・ また、中国をはじめ世界のエネルギー需要が増加する中で、わが国ではエネルギー供給

の多様化への取り組みが遅れ、不安定なエネルギー供給も経済成長の制約要因となる。

 
⑦防災・安全 

ｱ)めざすべき将来像 

・ 安全、安心に対するニーズがさらに高まるが、地震や台風、高潮等の自然災害へのハ

ード・ソフト両面での対策に加え、防犯対策やテロ対策等が進展することにより、わ
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が国が安全・安心な国であることが再認識される。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 地震や台風、高潮等の自然災害へのハード・ソフト両面での対策に加え、防犯対策や

テロ対策等が進展するものの、構造改革の遅れや産業の国際競争力の低下に伴い、長

期にわたり景気が低迷する結果、人々の間には治安の悪化、犯罪の増加に対する不安

感が広まる。 
 
⑧行財政・公と民の関係 

ｱ)めざすべき将来像 

・ 少子高齢化等に伴う財政制約に対応し、国や地方自治体における歳出規模の削減によっ

て、国民負担を大きく増やすことなく、財政の健全性が回復される。 
・ 情報社会に対応した新たな政策形成・実施のスタイルが形成され、住民や企業、ＮＰＯ、

専門家等がさまざまな形態での参画を通じて社会の課題解決に資する価値が創発され、

実施されるようになる。 
ｲ)回避すべき将来像 

・ 少子高齢化等に伴う財政制約に対応した国や地方自治体の歳出規模削減は進まず、財政

破綻を回避するために大きな国民負担が余儀なくされ、経済活力低下の要因となる。 
・ 情報社会に対応した新たな政策形成・実施のスタイルが形成されず、住民や企業、ＮＰ

Ｏ、専門家等の知恵や知見を政策に効果的に反映することができない。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

(２)港湾機能の将来展望 

・ 社会経済の「めざすべき将来像」を踏まえ、これが実現した場合に想定される港湾機

能のシナリオ（名古屋港を念頭においた中部圏の港湾機能のシナリオ）を設定した。 
 

①物流・産業に関する港湾機能 

ｱ)外貿コンテナ機能 

・ 背後地域のものづくり産業の好調さに支えられ、中部圏の国際海上コンテナ貨物量は

堅調に増加する。 

・ ただし、中国をはじめとするアジア諸国、さらに他のBRICs諸国等の経済成長に伴い、

国際海上輸送は東アジア・北米・欧州の３極構造から多極構造となり、日本のシェア

が低下するため、寄港地はますます絞り込まれる方向となる。こうした中で、名古屋

港は、自動車関連品目を中心に輸出貨物を多く抱えていることで、基幹航路の寄港は

維持される。 

・ アジア主要港におけるトランシップ貨物の取り込みや、京浜港・阪神港の広域的な集

荷力強化の動きの中で、コンテナターミナルには、国際競争力維持のため一層の効率

的な運営が求められるようになり、名古屋港では、分散したターミナルの集約化・再

編や運営体制の見直し等が進む。 

・ わが国および中部圏の国際海上コンテナ輸送におけるアジア域内航路の比重はさらに

高まるとともに、東アジア域内における国際輸送の準国内輸送化への動きに伴い、ホ

ットデリバリーサービスやRORO方式によるシャーシ輸送等、スピードを重視した国際

航路網の形成が進む。 

・ 国際競争力強化や準国内輸送化への取り組み等を通じて、国内の広域的な交通アクセ

スの整備や端末輸送の効率化も進展し、名古屋港においては北陸を含む中部圏全域へ

の広域的な集荷が進展する。貨物量の増加は航路網の拡充につながり、貨物量増加と

利便性向上の好循環が創出される。 

 
ｲ)内航輸送機能 

・ 物流効率化や環境負荷軽減に向けた内航輸送の需要増加に伴い、名古屋港では北海道

や九州・沖縄等への航路を中心に、フェリー、RORO船、コンテナ船航路が拡充され、

モーダルシフトが進展する。 

・ 長期的には、東アジアにおける準国内輸送化の進展に伴い、日中・日韓等の国際航路

においてもRORO方式が普及し、航送車両の相手国乗り入れが進む結果、アジア域内の

市場統合の動きと相まって、カボタージュ問題にも規制緩和が実現する可能性がある。

この場合、例えば、中部―九州―韓国・中国、中部―沖縄―台湾といった航路を中部

－九州、中部－沖縄間の国内輸送にも利用できるようになる。 
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ｳ)在来貨物輸送機能および生産機能 

・ 産業構造やエネルギー供給構造の変化に伴い、臨海部工業用地の一部に遊休地が発生

するが、新規・成長産業の誘致や、既存産業の拡張・移転・集約化の促進により、用

途転換が円滑に進む。 

・ 自動車産業においては、現状の国内生産規模は確保されるが、生産拡大への対応は主

に中国・東欧・南米等の成長市場の現地生産で対応されるため、完成車輸送に対応し

た自動車専用船バースは現状維持となる。 

 
ｴ)物流拠点機能 

・ 東アジアの一体的な経済圏の形成に伴い、国際輸送と国内輸送の結節点として臨海部

物流拠点のニーズが拡大する。現状では、コストの格差が大きいために相手地域側で

の拠点整備が進んでいるが、わが国の港湾や国内物流の効率化の進展に伴い、日本側

においても臨海部物流拠点の集積が進展していく。 

・ 名古屋港周辺においては、荷主のSCM構築への対応に加え、中部国際空港と連携し、海

上輸送と航空輸送の柔軟な使い分けが可能な「シーorエア輸送」に対応した高度な物

流拠点「名古屋型ロジスティクスハブ」の形成・集積が進む。 

・ こうした物流拠点機能は、コンテナターミナルと一体的に機能することが求められる

ことから、コンテナターミナル背後地においては、用地再編が進展する。 

 
②親水・環境等に関する港湾機能 

ｱ)旅客輸送機能 

・ 生涯可処分時間の増加に伴って、時間をかける船を利用した旅行が活発化することで、

クルーズビジネスが大きな成長を遂げる。加えて、中部圏の観光地の魅力向上により、

名古屋港では、クルーズの起終点として、また目的地として、外航・内航クルーズ船

の寄港回数が増加する。 

・ 中部国際空港を利用した中国をはじめとするアジア各地や国内各地からの観光客が増

加し、観光スポットとして魅力の高まった名古屋港と伊勢湾周辺の各観光地を結ぶ旅

客船が運航される。 

 
ｲ)交流・見本市機能 

・ あおなみ線の開業と名古屋駅周辺再開発の効果により、ポートメッセなごやの利用者

ニーズが増大するとともに、民間のノウハウ・活力の積極的な活用により一層コンベ

ンション利用が促進される。また、商業・集客施設やコンビニエンスストアなどの生

活支援機能の立地が進み、交流機能が充実・強化される。 

・ 一方、先端産業を中心とした名古屋港への産業の立地展開に伴い、研究開発施設や業

務施設の集積も進む。 

・ こうした機能集積が進むことで、人が安心かつ快適に名古屋港を訪れることができる

交通アクセスや地域イメージ等の環境が形成され、人の往来が活発化する。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

ｳ)アメニティ・レクリエーション機能 

・ 多様な主体・制度の導入・活用を通じて、親水空間の保全・創造やみなとまちとして

の賑わいをさらに高めるための取り組みが活発化することで、魅力的な観光資源が形

成され、国内・海外からの観光客の来訪が増加する。また、こうした観光客の来訪が、

商業施設の需要を喚起するとともに、さらなる観光資源づくりにつながり、アメニテ

ィ・レクリエーション機能の集積が進む。 

・ 国内外から多くの人が来訪者を呼び込むことができる魅力的な名古屋港となること

で、港が周辺住民にとって身近なもの、親しみあるものとなり、「みなとまち・NAGOYA」

ともいうべき新しい都市イメージが形成される。 

 
ｴ)環境改善機能 

・ 物流部門における３R(Reduce,Reuse,Recycle)の取り組みや新エネルギーの活用等が

進むことで、港湾活動全体として資源の循環と環境負荷の低減を図る「ゼロエミッシ

ョン化」が実現する。 

・ 海域環境の改善が進み、豊かな自然・生態系を持った港となる。また、自然とのふれ

あいや環境学習体験へのニーズが高まる中、こうした港の自然・生態系について体験・

学習することができる場となる。 

・ 港湾空間は、浚渫土砂の処分場としての役割を果たすとともに、背後地域の都市活動

に伴う廃棄物に関わる要請等との調和を図りながら、その結果として生じる土地は、

さまざまな港湾機能の用地として有効に活用される。 

 
ｵ)防災・安全（危機管理） 

・ 地震や台風、高潮等の自然災害への対策が進むことで、周辺の住民の名古屋港に対す

る安心感が高まる。また、テロ対策等が進展することによって、世界的にも安全性の

高い港としての地位を確立する。 

・ 港湾の防犯性の向上や周辺施設のバリアフリー化が進むことで、高齢者・障害者も含

めたさまざまな人が、安心して訪れることができる空間が形成される。 

 
③港湾施設の整備・維持管理・運営 

・ 新規施設整備を抑制し、既存施設の有効活用を進めるとともに、点検・補修等の適正

な維持管理の実施やＬＣＭ（ライフサイクルマネジメント）に基づき延命化を図り、

計画的な改修・更新の実施によって財政負担を平準化することで、港湾機能を適切に

維持・発展させることができる。 

・ 住民、企業、NPO、専門家などさまざま主体が、名古屋港の管理運営に参画する機会

が拡大されることにより、計画策定や施設等の維持管理・運営といったさまざまな場

面で効果的に民間の知識・知恵・活力を活用し、限られた財政的・人的資源の中で効

率的な港湾の管理運営や魅力的な港づくりが進められる。 

 参-19



６．名古屋港基本構想フォローアップ（H11.3）の点検・検証 

(１)「フォローアップ」策定時と現時点との社会経済の捉え方の比較 

・ わが国および世界の社会・経済の動向について、「フォローアップ」策定時の捉え方と

比較し、相違点を明らかにする。 
 
・ 人口については、「フォローアップ」時よりも人口減少・高齢化に関する予測は厳しさ

を増しており、それに伴い、財政について、一層厳しい見方が中心となっている。その

中で、港湾の整備・維持や管理運営のあり方も、見直しの必要性が高まっている。 

・ 経済・産業については、「フォローアップ」時に注目されていた東アジアの中でも、特

に中国の存在感が高まっているほか、インドが注目されるようになっている。わが国に

ついては、経済のプラス成長や製造業の競争力維持の前提として、構造改革という視点

が重視されるようになっている。 
・ 物流については、東アジア域内物流の「準国内化」への対応が重要な課題としてクロー

ズアップされるようになっている。 
・ 交流・観光については、高齢者マーケットと国際観光振興が大きく注目されるように

なっている。 
・ 環境については、京都議定書の発効に伴い、「フォローアップ」時よりも地球温暖化対

策の必要性が高まっているほか、循環型社会の形成、美しい景観づくりなど港湾の果た

す役割への期待が一層高まっている。また、エネルギーの安定的供給が重要課題となっ

ている。 
・ 災害・安全については、自然災害・事故対策に加えて、テロ対策やトレーサビリティへ

の対応における港湾の役割に期待が一層高まっている。 
・ 情報化の進展については、「フォローアップ」時は企業活動や消費活動への影響が注目

されていたが、加えて、政策形成・実施のあり方への影響が注目されるようになってい

る。 
 

 今回の社会経済環境の捉え方 
「フォローアップ」時の 

社会経済環境の捉え方
捉え方の主な相違点 

人

口 

・人口は減少局面に転じ、2030 年

には 1.1～1.2 億人に減少 

・急速な少子化・高齢化により、

2030 年には５人に１人が 75 歳以

上の超高齢社会に 

・人口の増加率が減少

・少子化及び高齢化の

傾向 

・人口予測は「フォローア

ップ」時よりも厳しさを増

し、増加率の減少から人

口そのものの減少の時代

に移行している。 

・人口構造の変化の方向

は変わらないが、変化は

より急激となる。 

経

済 

＜日本経済＞ 

・人口減少・高齢化による生産年齢

人口の減少、貯蓄率の低下による

 

・労働人口の減少によ

る経済成長率の鈍化 

 

・経済成長は引き続きプラ

ス成長が見込まれている
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

経済成長率の低下 

・長期経済予測は、構造改革を前

提として、１～２％程度のプラス成

長 

・改革が停滞した場合、2010 年以

降、マイナス成長とする見方もあり

が、構造改革がその前提

とされている。 

＜世界経済＞ 

・中国、インド、NIEｓ、ASEAN 等、ア

ジアで高い成長の見通し 

・ただし、中国の持続的な経済発展

には多くの課題 

・経済連携協定（EPA）の推進 

 

・東アジアの急速な経

済成長 

・世界貿易は、日本・

NAFTA・EU・東アジア

の４極構造へ 

 

・「フォローアップ」時は東

アジアが注目されていた

が、特に、中国、続いて

インドへの関心が高まっ

ている。 

・国際経済連携はブロック

化から二国間協定に主

軸が移行している。 

産

業 

・製造業は、生産性の向上により、

アジア諸国に対する競争力を維

持 

・非製造業はサービス需要の増加

により製造業を上回る伸び 

・製造業の海外直接投資は着実に

続き、国際分業が一層深化 

・アジア、特に生産拠点、販売市場

としての中国の位置づけの高まり 

・貿易立国から投資立国へ 

・市場拡大、ブロック化

等の貿易障壁による

現地生産拡大 

・国際分業の進展と製

品輸入の増大、輸出

品 目 は 部 品 や 高 品

位・高機能製品へ 

・東アジアとの貿易量

が増大 

・サービス貿易の拡大 

・円高・嗜好の多様化

による個人輸入増大 

・引き続き現地生産の拡

大と国際分業の進展が

見込まれているが、わが

国の製造業の見通しは、

国内回帰の動き等を背

景に、競争力維持の方

向が展望されるようにな

ってきている。 

・「フォローアップ」時は

個人輸入やサービス貿

易の拡大に注目していた

が、財・サービス（貿易立

国）に加え、資本の移動

（投資立国）が注目され

ている。 

物

流 

・貿易構造の転換に伴うコンテナ貨

物の増加 

・コンテナ船型の大型化と東アジア

主要港間のコンテナ貨物誘致競

争の一層の進展 

・アジアを一体と捉えるＳＣＭに伴う

東アジア域内物流の「準国内化」 

・輸送費用の低減や環境負荷の軽

減に向けた複合一貫輸送の増加 

・テロを契機としたセキュリティ対策 

・シ ン グ ル ウイ ン ド ウ 化 、Ｉ Ｃ タ グ

（RF-ID：電波方式認識）等、ＩＴの

活用による物流の効率化・高度化

・企業の海外展開によ

る企業内貿易の増加

とロジスティックス物流

の進展 

・東アジア諸港の台頭

とわが国港湾の地位

の低下、コンテナ岸壁

の大水深化と港湾間

競争の激化 

・船社の戦略的企業提

携による輸送の効率

化とサービスの向上 

・ＥＤＩ導入等による輸

出入手続きの簡素化

と物流の効率化 

 

 

・国際物流の高度化は、

東アジア域内を対象とす

る「準国内化」という形で

一層顕在化しており、基

幹航路の寄港維持に加

え、「準国内化」への対

応が重要な課題となって

いる。 

・「フォローアップ」時と比

較して、物流面での IT の

活用可能性が一層高ま

っている。 

交

流 

・

・「健康寿命」の延長による生涯可

処分時間の増加 

・2010 年までに外国人旅行者を倍

・価値観、生活様式の

多様化と質的向上（物

の豊かさよりも心の豊

・価値観の多様化という視

点は定着し、交流・観光

マーケットとして高齢者
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観

光 

増させるため、グローバル観光戦

略、観光立国行動計画等を策定 

かさへ、所得・収入よ

り も 余 暇 ・ 自 由 時 間

へ、生活の便利さより

も自然との触れ合い

へ） 

・企業の海外進出と海

外旅行者の増大によ

る国際交流の拡大 

への注目が高まってい

る。 

・国際観光振興がわが国

の重要政策として位置づ

けられるに至った。 

環

境 

・

エ

ネ

ル

ギ

ー 

・地球温暖化対策として温室効果

ガス削減の必要性の高まり 

・循環型社会を形成するためのリサ

イクルと静脈物流形成の必要性 

・大気汚染対策として、ディーゼル

車規制や船舶への規制の導入 

・「美しい国づくり政策大綱」、景観

三法など、景観が政策の重要テー

マの一つに 

・港湾においては、干潟・藻場の再

生、大規模緑地の創造、砂浜の

復元、閉鎖性水域における水質

改善等への要請 

・世界的なエネルギー需要の拡大

に対応したエネルギー供給の多

様化の必要性 

・持続可能な発展をめ

ざした良好な環境の

保全と環境負荷の抑

制（地球温暖化、オゾ

ンホール、酸性雨な

ど、世界的・広域的な

環境問題への対応） 

・京都議定書の発効に伴

い、地球温暖化対策が

不可避の重要課題となっ

た。 

・加えて、循環型社会の形

成、美しい景観づくりとい

った視点からの取り組み

の重要性が高まってお

り、環境問題において港

の果たすべき役割も拡大

している。 

・石油価格高騰にみられる

ように、エネルギーの安

定的供給への対応が重

要な課題となっている。 

防

災 

・

安

全 

・テロ防止のための保安対策、食品

の安全性確保のためのトレーサビ

リティ、地震など自然災害時の救

助・援助など、安全・安心への対

応強化の必要性の増大 

・災害に強い港づくり

（阪神・淡路大震災や

日本海重油流出事故

等による災害対策の

充実） 

・災害時の港湾の役割に

ついて「フォローアップ」

時よりも期待が高まって

いるほか、テロ対策やトレ

ーサビリティへの対応が

新たに着目されている。 

行

財

政 

・

公

と

民

の

関

係 

・少子高齢化等に伴い、財政赤字

削減が不可欠となる 

・財政制約に加え、更新投資の増

大に伴い、2020 年前後から新規

投資に厳しい制約を与える 

・情報社会の進展は、e-Japan 戦

略、e-Japan 戦略Ⅱを経て、ネット

上での価値創発を企図したユビキ

タスネット社会を目指す u-Japan

へ 

・情報社会の発展と市民参加への

進展に伴い、民産学官の連携に

よるガバナンスが形成され、政策

の形成・実施のあり方が大きく変

化する可能性 

・公共投資の財政的制

約（投資余力の減少）

と、選択的かつ効率

的投資の要請 

・国際的通信網を利用

した企業活動の世界

規模のネットワーク化

の進展（情報スーパ

ー・ハイウェイ構想の

進展、インターネット

の普及、電子データ

化の進展等） 

・財政状況の厳しさに関す

る見通しは「フォローアッ

プ」時と変化ないが、更

新投資の増大が現実的

な課題となり、社会資本

の整備・維持、運営管理

のあり方を検討する必要

性が一層高まっている。 

・情報化の進展について、

「フォローアップ」時は企

業活動や消費活動への

影響が注目されていた

が、加えて、政策形成・

実施のあり方への影響が

注目されるようになってい

る。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

(２)基本理念・将来目標の点検・検証 

・ （１）の結果をもとに、「フォローアップ」の３つの基本理念と将来目標について、引

き続き有効と考えられる点、見直しが必要と考えられる点、役割を終えたと考えられる

点等を点検・検証する。 
 
・ 各基本理念の記述における見直し点等については、下の表中に記載したが、このほか、

（１）で整理した「フォローアップ」時以降の港湾を取り巻く社会経済環境の各項目の

重要性の変化を受けて、基本理念の柱がこの３本で適切か、将来目標として貨物取扱量

を掲げるか、について検討が必要であると考えられる。 
 
①基本理念１：国際貿易・物流機能の高度化の推進 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・時代はグローバルな大交流、大競争時代に

移行しており、 

・21 世紀には、国際空港、国際港湾や高規格

幹線道路である第二東名・名神高速道路な

どの整備推進により、人・物・情報の交流が

中部国際空港や名古屋港を経由して飛躍的

に拡大することから、 

・広域国際交流圏を構成する国際的インフラ

である名古屋港は中部圏のシーゲートとし

て、あらゆる面において変化に的確に対応す

るため、国際貿易・物流機能の高度化を推進

し、中部圏を支える国際物流拠点として世界

と結ぶ物流ネットワークの形成を図る。 

・時代認識に大きな変更はないと考えられる。 

 

・中部国際空港が開港し、高規格道路網も、

愛・地球博の開催、中部国際空港の開港な

どとあわせて整備が進められたことから、その

後の状況を踏まえた対応（連携内容の具体

化等）が必要である。 

・名古屋港は伊勢湾としてスーパー中枢港湾

に指定され、中部圏のみならず、わが国の港

湾の国際競争力の強化を担う役割が期待さ

れている。 

 
②基本理念２：世界的な産業技術中枢圏域・名古屋圏の発展への対応 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・中部圏は製造業の集積度が高く、これまで自

動車を中心とした加工組立等の製造業が経

済発展をリードしてきたが、21 世紀において

は既存の主要産業が成熟し、大きな成長は

期待できない。 

・こうした状況のなか、名古屋圏では、産業構

造の変化に対応し、新たな産業の育成や、

産業の再構築を通じて地域産業の活性化を

図り、雇用機会の拡大等を行っていくことが

重要である。名古屋港は航空・宇宙産業をは

じめとした先端技術産業を含む大規模な工

業集積や広大な開発可能な港湾空間を有し

ており、こうした資質を活かして「世界を先導

する産業技術中枢圏域」を目指す名古屋圏

への寄与と支援体制づくりを行う。 

・自動車を中心とした加工組立等の既存産業

が新たな技術革新や生産性の向上等の取り

組みにより、好調な業績を示していることか

ら、これを支援していく視点も盛り込むことが

必要である。 

・加えて、新たな産業の育成や、産業の再構

築については、引き続き取り組んでいくことも

必要である。 
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③基本理念３：ウォーターフロントアメニティ空間の創造 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港はこれまで海洋文化施設やスポー

ツ・レクリエーション施設などの整備を図り、港

の環境整備や人々に親しまれる港づくりを行

ってきた。 

・21 世紀は地球的規模での環境問題への対

応が急がれるなか、港湾においても自然と共

生し、港湾環境の保全と創造を図ることや、

都市環境整備の一環としての都市廃棄物や

航路・泊地等の浚渫土砂の処分場の確保が

重要な課題となっていることから、アメニティ

環境の創造とともに港湾環境保全の両面か

らウォーターフロントの創造を図る。 

・人々に親しまれる港づくりについては、国際

観光振興や高齢者マーケットといった視点も

踏まえた対応が必要である。 

・さらに、親しまれるだけに留まらず、住民参加

や住民への情報開示、アカウンタビリティー

など港湾の整備・維持、管理運営などのあり

方においても住民を始めとする地域との関係

を検討する必要性が高まっている。 

・環境問題について、自然環境の保全・創造

のみならず、循環型社会を形成するための

静脈物流の形成、失われた自然環境の再生

など、より積極的、多面的な環境への寄与が

港湾に期待されている。さらに、アメニティの

みならず、景観という観点からも港湾を考える

必要性がでてきている。 

 
④将来目標：名古屋港－世界に開く日本のゲートウェイ 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・世界を代表する企業が立地して産業の拠点

が形成されている中部圏の経済、産業活動

や住民の生活を支える名古屋港は、日本の

中央部である地理的優位性に加え、 

・中部国際空港や第二東名・名神高速道路の

整備等により国際物流・交流拠点としてのポ

テンシャルが飛躍的に向上する。 

・このため、概ね 20 年先の名古屋港は、わが

国を代表する中枢国際港湾として貨物量２億

トンを取扱うことができる港湾を目指し、名古

屋港の将来目標を次のとおりとする。 

・大きな位置づけの変化はないと考えられる

が、３つの基本理念の見直しを踏まえた検討

が必要である。 

 

・中部国際空港は開業したことを踏まえる必要

がある。 

 

・今回の長期ビジョン（基本構想）において、貨

物取扱量を将来目標として掲げるかどうかに

ついて検討が必要である。 
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参考資料 平成 17 年度検討内容 

(３)基本方針の点検・検証 

・ （２）と同様に、（１）の結果をもとに、「フォローアップ」の５つの基本方針について、

引き続き有効と考えられる点、見直しが必要と考えられる点、役割を終えたと考えられ

る点等を点検・検証・検証する。 
 
・ 前回の「フォローアップ」において、基本方針は、「日本の国際港湾を取り巻く環境変

化」、「中部圏の動向」、「名古屋港の動向」から、「名古屋港の主要課題」を導出し、そ

れに対応する形で導かれている。（２）でみたように、「日本の国際港湾を取り巻く環境

変化」において、各項目の重要性が「フォローアップ」時と異なっており、例えば、環

境への対応の重要性や環境問題における港湾の果たす役割が高まる中で、環境に関する

記述が「生活・文化・アメニティ機能の充実」の中で良いかなど、基本方針を５つ提示

することの妥当性そのものから、検討が必要であると考えられる。 
 
①総合貿易・物流拠点の形成 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港が 21 世紀における先進的港湾とし

て、国際競争力を持った国際貿易拠点として

の機能強化を図るために、物流機能の高度

化や集積、輸送形態の技術革新への対応及

び中部国際空港との連携を図り、海・陸・空

のあらゆる貨物を総合的に取扱うことのできる

拠点の形成と、それを支える港湾情報システ

ムの構築を進めるとともに、グローバルスタン

ダードの港湾サービスの提供にも努める。 

・また、貿易・商取引機能の導入、強化を図り

総合貿易・物流拠点として、人・物・情報が縦

横に行き交う活力ある名古屋港を構築する。

・方向性としては特に変化はないと考えられる

が、スーパー中枢港湾の指定を受けたことを

踏まえ東アジア域内物流の準国内化への対

応やロジスティクスハブの形成など、新たな

物流ニーズへの対応に向けた見直しが必要

である。 

 

 

 

・貿易・商取引に関する情報流・人流のあり方

については、拠点形成という考え方の妥当性

について、十分な検討が必要である。 

 
②高度技術・情報・生産拠点の育成 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港では、世界を先導する産業技術中

枢圏域を目指す中部圏の経済を先導する高

度技術・情報・生産拠点の育成を図る。 

・名古屋港には、既に大規模な研究開発・生

産機能の集積がある。また、総合貿易・物流

拠点の形成により、先端技術産業の発展に

不可欠な社会ニーズや技術に関する情報が

名古屋港において交流する。それらを活用

し、新しい時代の要請に応え得るよう産業の

再構築を促進する。 

・中部圏経済のマクロな方向性としては大きな

変化はないと考えられる。 

・ただし、情報拠点のあり方や、情報交流のあ

り方については、「総合貿易・物流拠点の形

成」と合わせて検討が必要である。 

・産業の再構築については、名古屋港の広大

な空間を活用し、新しい時代の要請に応えて

いくことを基本として、土地利用や機能の再

編等、具体的な内容の検討が必要である。 
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③生活・文化・アメニティ機能の充実 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港を取り巻くアクセス整備の進展に伴

い、名古屋港は一層国際交流拠点としての

ポテンシャルが高まることから、国際交流の場

にふさわしい港湾空間や景観に配慮した機

能的な整備、快適で心の豊かさや自然との

ふれあいができ、アメニティの高い環境整備

や高齢化社会の到来などに対応したバリアフ

リーの人にやさしい国際感覚にあふれた港湾

施設及び空間の整備を図る。 

・また、地球規模での環境対策の必要性から、

名古屋港の港湾環境を継承し、環境の保全

や創出のための総合的、計画的な取組として

エコポートの形成を図る。 

・旅客輸送、交流・見本市、アメニティ・レクリエ

ーション、環境改善といった各機能につい

て、「国際交流拠点」と「エコポート」という２本

立てで、十分な対応が可能かどうか、検討が

必要である。 

・国際交流拠点については、バリアフリーのみ

ならず、交流・観光ニーズも含めた高齢化社

会への対応や、中部国際空港の開港を踏ま

えた国際観光振興の視点、景観法の制定を

踏まえた景観面の視点などからの対応が必

要である。 

・環境面については、自然環境の保全・創造

のみならず、循環型社会を形成するための

静脈物流の形成、失われた自然環境の再生

など、より積極的、多面的な環境への寄与が

港湾に期待されていることを踏まえる必要が

あると考えられる。 

 
④交通ネットワークの強化 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港の各種機能の高度化を支えるため

に、全国や中部圏各地と名古屋港を結ぶ広

域道路ネットワーク、名古屋港と名古屋都心

を直結する道路の整備を促進する。 

・また、名古屋港における道路については、各

地区の特性を配慮した臨港道路ネットワーク

の形成を図る。 

・一方、公共交通機関については、名古屋港

内各地、名古屋港と名古屋都心を結ぶ基幹

公共交通を充実・強化し、高速艇や水上バス

などを利用した海上交通ネットワークの形成

を図ることにより、港で働く人々や来訪者、地

域住民などの利便性を確保していく。 

・方向性として大きな変化はないと考えられる。

・高規格道路網の整備が進められたことを踏ま

えた記述の見直しが必要である。 

・名古屋港管理組合が主体となって整備する

交通ネットワークと、関係機関に連携や整備

を要請していく交通ネットワークについて同

列にし、基本方針として掲げるかという点につ

いては検討が必要である。 

 
⑤安全な港づくりの推進 

「フォローアップ」の記述 点検・検証 

・名古屋港は、これまで高潮防波堤や防潮壁

の整備、船舶航行安全のための航路の拡

幅・増深など、ハード面の施設やソフト面での

安全防災体制の確立を行い、安全な港づくり

を推進してきた。今後とも、総合的に施策を

展開して公害の未然防止など市民の生活環

境の保全や港で働く人々などに対する安全

を確保し、安全防災機能の強化を図ってい

く。 

・自然災害対策、航行の安全、公害対策、健

康のみならず、テロ対策、災害後の救助・救

援活動時における港湾の役割なども含め、

市民生活や産業活動全般の「安全・安心」の

確立に向けて、より多面的で積極的な役割を

果たしていく方向での検討が必要である。 



 

        
 
 

         

 
 

名古屋港発祥の地 

堀川「宮の渡し」 

昭和初期の 

ガーデンふ頭あたりの様子 

現在の 

上空から見たガーデンふ頭 

名古屋港初のフルコンテナ船

｢箱根丸｣の荷役風景 

鍋田ふ頭 

コンテナターミナル 

飛島ふ頭南側 

コンテナターミナル 

 
 

2007 年に名古屋港は開港百周年を迎えます 

 

名古屋港は 1907 年の開港から今日まで、 

地域の発展と市民の生活を支える役割を担ってきました。 

名古屋港は今、新たな 100 年に向けての出発点に立っています。 

名古屋港のいままでの役割を、これからも果たし続けることができるように、 

名古屋港の長期的な指針―名古屋港新基本構想を策定します。 

 

これからも、明るい名古屋は港から 
 

 
名古屋港開港百周年マスコットキャラクター  

ポータン 
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